
地図番号 番号 種別 指定年月日 名称 指定面積 所在地

73
83

特史１
(史※）

特史

昭3･9･20 史跡
昭16･7･26（地域一部追加）
昭27･3･29（地域一部追加）
昭31･11･26（特別指定）
昭54･6･11（追加指定･一部解除）
平13･1･29（追加指定）
平24･1･24（追加指定）

姫路城跡 1,078,543.34㎡ 姫路市本町68

95 国史１ 史※ 大11･3･8 処女塚古墳 1,531.20㎡ 神戸市東灘区御影塚町2-10-13
102 国史２ 史※ 大10･3･3 和田岬砲台 342.77㎡ 神戸市兵庫区和田崎町1-1-1

101 国史３ 史※

大10･3･3
昭49･5･22（追加）
昭54･7･2（追加）
平18･7･28（追加）

五色塚（千壺）古墳･小壺古墳 45,778.81㎡ 神戸市垂水区五色山4-1

95 国史４ 史 昭26･6･9 楠木正成墓碑 2,568.56㎡ 神戸市中央区多聞通3-1
95 国史５ 史 平17･3･2 西求女塚古墳 5,780㎡ 神戸市灘区都通3-61
101 国史６ 史 平19･2･6 明石藩舞子台場跡 4,353.96㎡ 神戸市垂水区東舞子2040-4他
97 国史７ 史 昭41･9･2（追加） 近松門左衛門墓 4,115.1㎡ 尼崎市久々知1-3-27

89 国史８ 史 昭44･6･30 田能遺跡 5,216.62㎡
尼崎市田能6-5-1
伊丹市岩屋鶴田364-3

96 国史９ 史※ 大11･3･8 西宮砲台 5,507.91㎡ 西宮市西波止町西波止5374-1他
89 国史10 史 昭41･3･22 伊丹廃寺跡 20,004.78㎡ 伊丹市緑ケ丘4丁目､5丁目､7丁目

89 国史11 史
昭54･12･28
昭63･5･19（追加）

有岡城跡 16,694.64㎡ 伊丹市宮ノ前3丁目､伊丹1丁目、2丁目

88 国史12 史 平11･1･28 中山荘園古墳 419.60㎡ 宝塚市中山荘園12-6他
79 国史13 史 昭26･6･9 多田院 50,467.03㎡ 川西市多田院多田所町1

89 国史14 史
平12･7･31
平23･2･7（追加）

加茂遺跡 28,484.45㎡ 川西市加茂1、南花屋敷2

100 国史15 史 平16･9･30 明石城跡 273,771.50㎡ 明石市明石公園389-1

85 国史16 史 昭48･6･18
西条古墳群

22,189㎡　3基 加古川市山手2-958他

93 国史17 史
平18･1･26
平19･7･26（追加指定）

播州葡萄園跡 51778.43㎡ 加古郡稲美町印南646-33他

93 国史18 史 昭42･6･22 大中遺跡 44,117.51㎡ 加古郡播磨町大中大増396-2他
75 国史19 史 昭55･12･5 広渡廃寺跡 19,820.93㎡ 小野市広渡町字竹ノ本他

64 国史20 史※

昭18･9･8
昭53･9･18（追加指定 ･名称変更）
昭63･1･20（追加指定 ･一部解除）
平9･3･10（追加指定）

玉丘古墳群
21,528.00㎡

10基
加西市玉丘町字水塚91他、字逆8-1他

83 国史21 史※
大10･3･3
昭46･8･5（地域一部追加）
昭60･12･12（地域一部追加）

播磨国分寺跡 45,539.82㎡ 姫路市御国野町国分寺谷121他

83 国史22 史※ 大10･3･3
壇場山古墳
  第一､二､三古墳

18,008.00㎡ 姫路市御国野町国分寺林堂

73 国史23 史※ 昭9･3･13 円教寺境内 310,695.00㎡ 姫路市書写
82 国史24 史 昭53･3･24 瓢塚古墳 2,968.76㎡ 姫路市勝原区丁字家久田109-1他
62 国史25 史 昭53･5･22 吉島古墳 491.35㎡ たつの市新宮町吉島854-19
62 国史26 史 昭57･6･3 新宮宮内遺跡 41,531.71㎡ たつの市新宮町新宮字山根297-1他
91 国史27 史※ 大12･3･7 大石良雄宅跡 3,796.12㎡ 赤穂市上仮屋東組131

91 国史28 史
昭46･3･31
平15･8･27（追加指定）

赤穂城跡 190,405.17㎡ 赤穂市上仮屋1424他

63
70
71
73

国史29 史
平8･3･28
平10･1･30（追加指定･名称変更）

赤松氏城跡　白旗城跡
　　感状山城跡
 　 置塩城跡

1,582,457.00㎡
314,143.00㎡
304.071.00㎡

赤穂郡上郡町大富字市河原西2332-1他
相生市矢野町瓜生字鍛冶屋谷東山2-396他
姫路市夢前町糸田字大ヘラ204-1他

70 国史30 史 平18･7･28 山陽道野磨駅家跡 47,624.74㎡ 赤穂郡上郡町落地飯坂25他

記念物

国指定史跡



地図番号 番号 種別 指定年月日 名称 指定面積 所在地

16 国史31 史

平2･12･26
平12･11･15（追加指定）
平16･2･27（追加指定）
平23.9.21（追加指定）
平25.10.17（追加指定）

但馬国分寺跡 18,018.10㎡ 豊岡市日高町国分寺617-1他

16
17

国史32 史 平8･11･13
山名氏城跡　此隅山城跡
　　　　　　有子山城跡

255,359.00㎡
1,249,330.00㎡

豊岡市出石町袴狭字城浦26-1他
豊岡市出石町内町字蔵前1-1他

22 国史33 史 平4･12･18 箕谷古墳群 7,000.47㎡ 養父市八鹿町小山字箕谷
21 国史34 史 平9･3･6 八木城跡 313,215㎡ 養父市八鹿町大字八木字血ノ谷213-1他

28 国史35 史※
昭18･9･8
平21･7･23（追加指定）

竹田城跡 144,130.67㎡ 朝来市和田山町竹田古城山169他

28 国史36 史 平16･2･27 茶すり山古墳 9,011.35㎡ 朝来市和田山町筒江
46 国史37 史 昭46･1･6 柏原藩陣屋跡 4,248.61㎡ 丹波市柏原町柏原683､688
37 国史38 史 平元･8･11 黒井城跡 1,201,220㎡ 丹波市春日町多田字的場1-1他
38 国史39 史 昭51･12･25 三ッ塚廃寺跡 41,976㎡ 丹波市市島町上田字三ッ塚2045-1他
57 国史40 史 昭31･12･28 篠山城跡 192,845.74㎡ 篠山市北新町1-1他

57.58 国史41 史 平17･3･2 八上城跡 1,776,472.27㎡ 篠山市八上上字高城山他
108
111

国史42 史 平11･1･14 洲本城跡 267,852.90㎡ 洲本市大字小路谷小字古城他

101 国史43 史
平18･7･28
平23.9.21（追加）

徳島藩松帆台場跡 52,913.95㎡ 淡路市岩屋字大谷川北他

110 国史44 史 昭26･6･9 淡路国分寺塔跡 188.93㎡ 南あわじ市八木国分331
96 国史45 史 平23･2･7 会下山遺跡 74,977.97㎡ 芦屋市三条町258番1他14筆
96 国史45 史 平23・2・7 会下山遺跡 74,977.97㎡ 芦屋市三条町258番1外
103 国史46 史 平24・9・19 五斗長垣内遺跡 18,900.03㎡ 淡路市黒谷字垣内1411番　外

85.86 国史47 史 平25・3・27 三木城跡及び付城跡・土塁 398,957.47㎡ 三木市上の丸町775番　外
84 国史48 史 平26・10・6 石の宝殿及び竜山石採石遺跡 110,399.00㎡ 高砂市阿弥陀町生石字宝殿山170番1　外
78 国史49 史 平27・10・7 多田銀銅山遺跡 191,422.62㎡ 川辺郡猪名川町銀山字長家13　外

50・51 国史50 史 平29・10・13 利神城跡 864134.35㎡ 佐用郡佐用町平福298番　外
88 国史51 史 平30・2・13 大坂城石垣石丁場跡　東六甲石丁場跡 64,110.79㎡ 西宮市甲山町41番地の一部

※印は大正8年制定の史跡名勝天然記念物法により指定されたもので、昭和25年8月29日の文化財保護法により史跡名勝天然記念物となったものです。



地図番号 番号 種別 指定年月日 名称 指定面積 所在地
94 国名１ 名 昭55･2･19 安養院庭園 225.17㎡ 神戸市西区伊川谷町前開258

91 国名２ 名
昭62･5･25
平18･7･28（追加）

田淵氏庭園 4,384.28㎡ 赤穂市御崎字西町

3.4 国名３ 名 昭13･5･30 香住海岸 美方郡香美町香住区境字今子谷632-1他

2
3

国名４
国天10

名天※ 昭9･1･22 但馬御火浦 約74ha
美方郡新温泉町浜坂小浜谷782他
美方郡香美町香住区余部明神ノ谷3163

9 国名５ 名 平元･9･22 旧大岡寺庭園 358㎡ 豊岡市日高町大岡寺東西17

107 国名６ 名
昭3･10･13
昭36･12･28（地域一部解除）

慶野松原 160,330.00㎡ 南あわじ市松帆

91 国名７ 名 平成14･9･20
旧赤穂城庭園
  本丸庭園
  二之丸庭園

9,988.68㎡
14,923.90㎡

赤穂市上仮屋

95 国名８ 名 平19･2･6
再度公園・再度山永久植生保存地・神戸外
国人墓地

436,217.55㎡ 神戸市北区山田町下谷上字中一里山4-1

108 国名９ 名 平31.2.26 旧益習館庭園 5396.08㎡ 洲本市山手３丁目17番１　外

地図番号 番号 種別 指定年月日 名称 指定面積 所在地
95 国天１ 天※ 昭12･12･21 神戸丸山衝上断層 256.9㎡ 神戸市長田区明泉寺町
46 国天２ 天 平6･3･23 追手神社のモミ 篠山市大山字久保谷壺302

58 国天３ 天※
大14･10･8
昭32･7･31（名変）

日置のハダカガヤ 1株 篠山市日置167

72 国天４ 天※ 昭6･10･21 觜崎ノ屏風岩 30,069㎡ たつの市神岡町大住寺字大源寺、新宮町觜崎字鶴嘴山
72 国天５ 天 昭33･5･15 龍野のカタシボ竹林 たつの市龍野町下霞城223－1
81 国天６ 天※ 大13･12･9 生島樹林 80,974㎡ 赤穂市坂越字生島3335-1外
5 国天７ 天※ 昭6･2･20 玄武洞 5,669㎡ 豊岡市赤石竹栗1339他
5 国天８ 天 昭26･6･9 畑上の大トチノキ 1株 豊岡市畑上字畑上1259
3 国天９ 天 昭13･5･30 鎧袖 美方郡香美町香住区下浜フナ谷1535-2
2
3

国天10
国名４

名天※ 昭9･1･22 但馬御火浦 約74ha
美方郡新温泉町浜坂小浜谷782他
美方郡香美町香住区余部明神ノ谷3163

27 国天11 天 昭26･6･9 建屋のヒダリマキガヤ 養父市能座548
21 国天12 天 昭26･6･9 口大屋の大アベマキ 養父市大屋町中法仙地471-1
21 国天13 天 昭26･6･9 樽見の大ザクラ 養父市大屋町樽見字ケジメ85
23 国天14 天 昭26･6･9 糸井の大カツラ 朝来市和田山町竹ノ内床尾
35 国天15 天※ 昭3･3･24 八代の大ケヤキ 朝来市八代字越山209
103 国天16 天 平10･7･30 野島断層 3,478.73㎡ 淡路市新小倉

地図番号 番号 種別 登録年月日 名称 登録面積 所在地 時代・年代
95 国登名１ 名 平18･1･26 相楽園 18,257㎡ 神戸市中央区中山手通5 明治中期～末期／作庭
85 国登名２ 名 平19･7･26 みとろ苑庭園 加古川市上荘町見土呂字尾375番地1 明治後期～大正初期／作庭
85 国登名３ 名 平19･2･6 小河氏庭園 三木市本町3-1358-1 明治末／作庭

84 国登名４ 名 平20･3･28 梶原氏（西梶原）庭園
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

明治後期／作庭
大正中期／改作

95 国登名５ 名 平23・9・21 東遊園地 19,313㎡ 神戸市中央区加納町6丁目312番 明治初頭／作庭

地図番号 番号 種別 選定年月日 名称 面積 所在地

文 平26･3･18 生野鉱山及び鉱山町の文化的景観 963.4㏊
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

※印は大正8年制定の史跡名勝天然記念物法により指定されたもので、昭和25年8月29日の文化財保護法により史跡名勝天然記念物となったものです。

国登録記念物

文化的景観

記念物・文化的景観

国指定名勝

※印は大正8年制定の史跡名勝天然記念物法により指定されたもので、昭和25年8月29日の文化財保護法により史跡名勝天然記念物となったものです。

国指定天然記念物



地図番号 番号 指定番号 指定年月日 名称 指定面積 所在地
102 県史１ 16 昭46･4･1 一遍廟所 神戸市兵庫区松原通1-1-62
94 県史２ 97 平16･3･9 白水瓢塚古墳 2,454.55㎡ 神戸市西区伊川谷町潤和字シント山2ー2の一部他
89 県史４ 9 昭41･3･22 御願塚古墳 1基 伊丹市御願塚4-325
88 県史５ 2 昭35･3･31 中山寺古墳 1基 宝塚市中山寺2-11-1
77 県史６ 33 昭48･3･9 貴志古墳群　二号墳 1基 三田市貴志九三四北側字坂下

77 県史７ 38
昭49･3･22
平17･3･18（追加指定･名称変更）

三田焼･三輪明神窯跡群 1,623.16㎡ 三田市三輪字宮ノ越864-2

93 県史８ 43 昭50･3･18 高丘古窯跡群 4,455㎡ 明石市大久保町大窪字高岡2603-57､94･95

101 県史９ 55 昭53･3･17
太寺廃寺塔跡
　　附　寺地出土瓦

約130㎡ 明石市太寺2-2993

85 県史10 10 昭44･3･25 西条廃寺跡 13,000㎡ 加古川市西条山手2及び山手2
93 県史12 61 昭57･3･26 愛宕塚古墳 1基 加古郡播磨町野添北2-1･2
75 県史13 6 昭37･6･15 焼山群集墳（第22～25号墳） 4基 小野市垂井町向山･天神町向山
75 県史14 84 平4･3･24 王塚古墳 1基 小野市王子町806-4
55 県史15 59 昭55･3･25 道ノ上古墳 1基 西脇市羽安町道ノ上389-3他

65 県史16 63 昭59･3･28
緑風台窯跡（１号窯･２号窯）
　　附　四耳壺四点他　103点

2基 西脇市野村町字緑風台1813-11

56 県史17 70 昭62･3･24 岡ノ山古墳 1基 西脇市上比延町岡ノ山

74 県史18 26 昭47･3･24
後藤山古墳
　　附　家型石棺蓋石1個

1基 加西市倉谷町字芋畦122

75 県史19 27 昭47･3･24 山の脇瓦窯跡 180㎡ 加西市繁昌町大字川西山の脇･山の辻
65 県史20 79 平3･3･30 小丸山一号墳 1基 加東市吉馬字小丸山1852-41
55 県史21 96 平15･3･25 東山古墳群 9,466.23㎡　12基 多可郡多可町中区東山字野バナ522-1の一部､522-3､522-5
73 県史22 3 昭36･5･12 御輿塚古墳 1基 姫路市北平野町輿塚1109
74 県史23 29 昭48･3･9 諏訪の岩穴 3,750㎡　1基 姫路市山田町多田字坊の前920

73 県史24 30 昭48･3･9 横山古墳群一､二号墳
30,743.785㎡

2基
姫路市豊富町御蔭字横山3353

82 県史25 5 昭37･6･15 下太田廃寺塔跡 782.1㎡ 姫路市勝原区下太田字堂ノ元93
83 県史26 35 昭48･3･9 宮山古墳 1基 姫路市四郷町坂元城山の下406
83 県史27 88 平7･3･28 見野長塚古墳 1基 姫路市四郷町見野字長塚281､282、283-1
63 県史28 36 昭48･3･9 片山古墳 1基 姫路市香寺町土師字片山366
63 県史29 39 昭49･3･22 溝口廃寺跡 約9,000㎡ 姫路市香寺町溝口字聖徳山576

62 県史30 89 平7･3･28
塩野六角古墳
　　附　塩野古墳

1基 姫路市安富町塩野岡ノ上664-3

54 県史31 98 平22･3･19 福本遺跡 25,697㎡
神崎郡神河町福本字丸山1238番1･10･11･14
同町福本字原谷川817番17･18･20･21･22･31･34･36･37･38･40･44･60･61･62

63 県史32 44 昭50･3･18 観音寺山古墳 1,150㎡　1基 神崎郡市川町奥字観音寺山1124
81 県史33 58 昭55･3･25 那波野古墳 1基 相生市那波野字下土穴386-1
71 県史34 67 昭60･3･26 若狭野古墳 187.1㎡　1基 相生市若狭野町若狭野字寺山1111-48
72 県史35 11 昭44･3･25 嘴崎磨崖仏 400㎡　5体 たつの市新宮町嘴崎字川東河原470
72 県史36 50 昭51･3･23 姥塚古墳 1基 たつの市新宮町馬立上塚306-22
62 県史37 87 平5･3･26 天神山一号墳 1基 たつの市新宮町宮内338
72 県史38 64 昭59･3･28 養久山一号墳 420㎡　1基 たつの市揖保川町養久字高畑315-6他
82 県史39 8 昭40･3･16 輿塚古墳 1基 たつの市御津町黒崎字基山
81 県史40 45 昭50･3･18 みかんのへた山古墳 約1,000㎡　1基 赤穂市坂越小島大黒300-1
71 県史41 46 昭50･3･18 蟻無山古墳 約3,600㎡　1基 赤穂市有年大字原字中北原501-2､3､4､5､16､17､21及び22
70 県史42 69 昭61･3･25 野田二号墳 1基 赤穂市有年楢原1003-1
71 県史43 76 平2･3･20 木虎谷二号墳 222㎡　1基 赤穂市有年原字奥山1036-12
71 県史44 77 平2･3･20 塚山六号墳 630㎡　1基 赤穂市有年牟礼字隠レ谷1310-33
81 県史45 78 平2･3･20 有年原･田中遺跡 6,188㎡ 赤穂市有年原字東田中1090
80 県史46 85 平4･3･24 東有年･沖田遺跡 6,533㎡ 赤穂市東有年字城屋1936、同字片田1959

81 県史47 86 平4･3･24
黒崎墓所
　　附　妙道寺過去帳一冊
　　　　黒崎墓所記

131.8㎡ 赤穂市坂越小字洞籠2909

72 県史48 18 昭46･4･1 鵤荘牓示石 5基
揖保郡太子町鵤北山根1026-1
同　佐用岡字宮ノ本676･東南字田屋146-3･東出字旗ノ本118-3

県指定史跡

記念物



地図番号 番号 指定番号 指定年月日 名称 指定面積 所在地

72 県史49 60 昭56･3･27
黒岡神社古墳
　　附　家型石棺一個

1基 揖保郡太子町太田917

70 県史50 31 昭48･3･9
丸尾古墳
　　附　羨道部在置の陶棺

1基 赤穂郡上郡町上郡丸尾の上

71 県史51 32 昭48･3･9 中山古墳群1､13､14号墳 3基 赤穂郡上郡町西野山字矢向山及び宮ノ尾
70 県史52 90 平8･3･26 井の端7号墓･8号墓 2基 赤穂郡上郡町山野里2748他
70 県史53 80 平3･3･30 鳳張一号墳 1基 赤穂郡上郡町方張東谷1052-28
70 県史54 81 平3･3･30 鳳張二号墳 1基 赤穂郡上郡町方張東谷1052-47
50 県史55 12 昭44･3･25 長尾廃寺塔跡 60㎡ 佐用郡佐用町長尾字塔の石873の2
51 県史56 53 昭52･3･29 青木銅鐸出土地 1,256㎡ 宍粟市山崎町青木字中井小字1020-3
62 県史57 54 昭53･3･17 金谷山部古墳 414.5㎡　1基 宍粟市山崎町金谷886-1及び17
52 県史58 19 昭46･4･1 一つ山古墳 1基 宍粟市一宮町須行名
32 県史59 14 昭45･3･30 高保木たたら（製鉄）遺跡 3カ所 宍粟市千種町西河内字高保木
32 県史60 95 平14･4･9 天児屋鉄山跡 13,771.07㎡ 宍粟市千種町西河内字新口1047-16他
10 県史61 71 昭63･3･22 中谷貝塚 173㎡ 豊岡市中谷殿替827他
10 県史62 94 平14･4･9 三宅瓦窯跡 45.77㎡　1基 豊岡市三宅字家ノ上356-1

5.10 県史63 47 昭50･3･18 二見谷古墳群 約560㎡　4基 豊岡市城崎町上山1707他
5 県史64 82 平3･3･30 ケゴヤ古墳 1基 豊岡市城崎町上山523-1他
5 県史65 83 平3･3･30 鬼神谷窯跡 3基 豊岡市竹野町鬼神字宮ノ下13他
16 県史66 51 昭52･3･29 楯縫古墳 1基 豊岡市日高町鶴岡字森垣67-3
14 県史67 42 昭49･3･22 三の谷壁画古墳 1基 美方郡香美町村岡区高井字3の谷201

14 県史68 48 昭50･3･18
文堂古墳
　　附　文堂古墳出土品一括
　　　　41点

約150㎡　1基 美方郡香美町村岡区寺河内字文堂147-1

20 県史69 49 昭50･3･18
八幡山古墳群
　　附　八幡山六号墳出土品
　　　　一括　16点

約500㎡　4基 美方郡香美町村岡区福岡字川向216-1

16 県史70 13 昭45･3･30 青谿書院 1,100㎡ 養父市八鹿町宿南171

21 県史71 41
昭49･3･22
平24,2,28（一部変更）

国木とが山古墳群 19基 養父市八鹿町国木字上山641-2他

22 県史72 99 平22･3･19 堀畑１号墳 1基 養父市堀畑字尻木谷43番1
22 県史73 57 昭54･3･20 観音塚古墳 1基 養父市上野字平野850
22 県史74 68 昭61･3･25 禁裡塚古墳（大藪三号墳） 1基 養父市大薮字中西817
22 県史75 73 昭63･3･22 西ノ岡古墳 1基 養父市大薮字西ノ岡6-1
22 県史76 72 昭63･3･22 塚山古墳 1基 養父市大薮字塚山1-1の一部
22 県史77 74 昭63･3･22 こうもり塚古墳 1基 養父市大薮字大門539-1他
20 県史78 25 昭47･3･24 別宮家野遺跡 1,101.32㎡ 養父市別宮字家野1173-5
22 県史79 40 昭49･3･22 小丸山古墳 1基 朝来市和田山町岡田字小丸山90
28 県史80 4 昭36･5･12 船之宮古墳 3,642.98㎡　1基 朝来市桑市
37 県史81 62 昭58･3･29 二間塚古墳 1基 丹波市春日町多利2872
47 県史82 75 平2･3･20 野々間遺跡 300㎡ 丹波市春日町野上野字野々間233

46.56 県史83 7 昭40･3･16 石龕寺町石 30基 丹波市山南町岩屋2
45 県史84 93 平13･6･12 岩尾城跡 510,323㎡ 丹波市山南町和田城ノ谷2052他
48 県史85 15 昭45･3･30 北条古墳 900㎡  1基 篠山市細工所字北条26
58 県史86 56 昭54･3･20 土居の内（土塁及び濠） 1,025㎡ 篠山市大淵字屋中の坪46-1他
67 県史87 24 昭46･4･1 丹波焼古窯跡 1基 篠山市今田町下立杭武士ケタ
105 県史88 52 昭52･3･29 郡家古墳 1基 淡路市郡家597荒神山
107 県史89 20 昭46･4･1 古津路銅剣出土地 南あわじ市古津路
107 県史90 21 昭46･4･1 銅鐸出土地「中の御堂」 南あわじ市松帆慶野552-2
110 県史91 23 昭46･4･1 養宜館跡 南あわじ市八木養宜中191他
22 県史92 100 平25,3,22 池田古墳 11,206.73㎡ 朝来市和田山町平野字花段70-1他
79 県史93 101 平26,3,14 勝福寺古墳 634㎡ 川西市火打2-393
64 県史94 102 平30,3,20 北条の五百羅漢 2,792㎡ 加西市北条町北条1290及び1293
83 県史95 104 平31,3,12 見野古墳群 842.61㎡ 姫路市四郷町見野字池ノ元978番、字西野山587番10、茶園616・628
92 県史96 103 平31,3,12 高砂堀川湊及び工楽松右衛門旧宅 1,363.67㎡ 高砂市高砂町今津町526番3,526番7～8、532番
64 県史97 105 （令2,2,12答申） 妙徳山古墳 744㎡ 神崎郡福崎町東田原1891番1の一部
107 県史98 106 （令2,2,12答申） 白巣城跡 119,621㎡ 洲本市五色町鮎原塔下字琵琶奥1263番1　外
108 県史99 107 （令2,2,12答申） 炬口城跡 24,220㎡ 洲本市炬口字宮ノ上続97番1　外



地図番号 番号 指定番号 指定年月日 名称 指定面積 所在地
94 県名１ 14 平元･3･31 太山寺成就院庭園 187㎡ 神戸市西区伊川谷町前開259
53 県名２ 4 昭44･3･25 鹿ケ壺 42,800㎡ 姫路市安富町関字坪ケ谷804-37及び804-14
53 県名３ 3 昭44･3･25 七種山 39,500㎡ 神崎郡福崎町高岡字七種702
63 県名４ 15 平4･3･24 應聖寺庭園 905㎡ 神崎郡福崎町高岡1912
60 県名５ 13 昭62･3･24 飛龍の滝及びその周辺 2,004㎡ 佐用郡佐用町櫛田字滝谷
4 県名６ 2 昭43･3･29 切浜の「はさかり岩」 豊岡市竹野町切浜海岸
17 県名７ 8 昭47･3･24 宗鏡寺本堂庭園 344㎡ 豊岡市出石町東条33
14 県名８ 1 昭43･3･29 猿尾滝 20,000㎡ 美方郡香美町村岡区日影字猿尾289
13 県名９ 5 昭44･3･25 霧が滝渓谷 30,000㎡ 美方郡新温泉町岸田字上の山3840

13 県名10 10
昭48･3･9
昭51･3･23（一部変更）

小又川渓谷 345,000㎡ 美方郡新温泉町海上字口西山1478、同字東尾1468

23 県名11 16 平21･3･24 円明寺庭園 4,773㎡ 朝来市和田山町宮250
105 県名12 9 昭47･3･24 恵日寺庭園 180㎡ 淡路市大町木曽下645
105 県名13 12 昭60･3･26 長泉寺庭園 227㎡ 淡路市尾崎963　長泉寺境内
103 県名14 11 昭55･3･25 妙勝寺庭園 374㎡ 淡路市釜口1163
113 県名15 17 平22･3･19 神宮寺庭園 308.49㎡ 南あわじ市沼島2523番
22 県名16 18 平24,2,28 護念寺庭園 212㎡ 朝来市和田山町玉置5
54 県名17 19 平26,3,14 旧福本藩池田家陣屋庭園 7,673.68㎡ 神埼郡神河町福本528番1、528番6、528番２の各一部
5 県名18 20 平27,3,10 観正寺庭園 260.96㎡ 豊岡市気比字太平寺2141番、2142番の各一部
85 県名19 22 平30,3,20 旧小河氏庭園 2,204.95㎡ 三木市本町3丁目1368番1
58 県名20 23 （令2,2,12答申） 住吉神社庭園「住之江の庭」 482.65㎡ 丹波篠山市川原字木ノ下270の一部
109 県名21 24 （令2,2,12答申） 護國寺庭園 848.04㎡ 南あわじ市賀集八幡732の一部

地図番号 番号 指定番号 指定年月日 名称 指定面積 所在地
96 県天１ 40 昭46･4･1 渦ケ森スラスト（衝上断層）  約100㎡ 神戸市東灘区渦森台1
95 県天２ 63 昭49･3･22 神前の大クス 1本 神戸市灘区神前町3-398
94 県天３ 56 昭48･3･9 転法輪寺の原生林 約1ha 神戸市垂水区名谷町字垣の内1965及び2089
94 県天４ 42 昭46･4･1 太山寺の原生林 10.95ha 神戸市西区伊川谷町前開
96 県天５ 19 昭41･3･22 海清寺の大クス  1本 1本 西宮市六湛寺町7-25
96 県天６ 2 昭36･5･12 西宮神社社叢 12,939.3㎡ 西宮市社家町1-17
88 県天７ 18 昭40･3･16 満池谷層の植物遺体包含層 1,061.76㎡ 西宮市神原町30

88 県天８ 64
昭49･3･22
平13･3･30（指定一部解除）
平14･4･9（追加指定）

越木岩神社の社叢林 8,520㎡ 西宮市甑岩町5-4､1

96 県天９ 34 昭44･3･25 広田神社のコバノミツバツツジ群落 20,000㎡ 西宮市大社町112
96 県天10 43 昭46･4･1 日野神社の社叢 13,500㎡ 西宮市日野町2-51
88 県天11 57 昭48･3･9 山口の大カヤ 1本 西宮市山口町中野578
89 県天12 13 昭40･3･16 法巌寺の大クス 1本 伊丹市中央2-431
89 県天13 118 平13･3･30 中野稲荷神社のイヌマキ 1本 伊丹市中野北2-27
89 県天14 21 昭41･3･22 小戸神社の大クス 1本 川西市小戸1-13
68 県天15 39 昭46･4･1 大舟寺のカヤ 1本 三田市波豆川605
68 県天16 103 昭63･3･22 大師堂のネズ 1本 川辺郡猪名川町清水
68 県天17 104 昭63･3･22 大師堂のモッコク 1本 川辺郡猪名川町清水
93 県天18 80 昭56･3･27 浜西のヒメコマツ（五葉松） 1本 明石市魚住町清水427-2
55 県天19 81 昭56･3･27 西林寺の唐子ツバキ 1本 西脇市坂本454-1
65 県天20 120 平16･3･9 荒神社のムクノキ 1本 西脇市鹿野町字森ノ元1359-1
64 県天21 50 昭47･3･24 殿原のイチョウ（御葉着イチョウ） 1本 加西市殿原町溝口
55 県天22 68 昭50･3･18 善光寺のイブキ 1本 多可郡多可町中区東安田713
36 県天23 28 昭43･3･29 青玉神社の大スギ 7本 多可郡多可町加美区鳥羽735
45 県天24 51 昭47･3･24 岩座神のスギ（千本杉） 1本 多可郡多可町加美区岩座神
52 県天25 74 昭52･3･29 水尾神社の大スギ 1本 姫路市安富町関554
62 県天26 65 昭49･3･22 植木野天神のムクノキ 1本 姫路市安富町植木野330
44 県天27 125 平18･3･17 大歳神社の大スギ 1本 神崎郡神河町大畑字森550
54 県天28 73 昭52･3･29 笠形寺のコウヤマキ 1本 神崎郡市川町上牛尾2042
71 県天29 58 昭48･3･9 矢野の大ムクノキ 1本 相生市矢野町森字前田28
71 県天30 84 昭58･3･29 磐座神社のコヤスノキ叢林 2,805㎡ 相生市矢野町森字神田352
62 県天31 115 平5･3･26 松尾神社のシリブカガシ社叢林 15,282.5㎡ たつの市新宮町善定1249-1他

記念物

県指定名勝

県指定天然記念物



地図番号 番号 指定番号 指定年月日 名称 指定面積 所在地
82 県天32 7 昭39･3･9 賀茂神社のソテツ 大株20株 たつの市御津町室津74
70 県天33 71 昭52･3･29 法雲寺のビャクシン 1本 赤穂郡上郡町苔縄637
70 県天34 83 昭57･3･26 大避神社のコヤスノキ叢林 4,796.57㎡ 赤穂郡上郡町岩木乙字カヤバタ610-5
50 県天35 59 昭48･3･9 佐用の大イチョウ 1本 佐用郡佐用町佐用3171
51 県天36 93 昭61･3･25 八幡神社のコヤスノキ叢林 806㎡ 佐用郡佐用町桑野
40 県天37 94 昭61･3･25 八幡神社のケヤキの大木 1本 佐用郡佐用町大船
40 県天38 95 昭61･3･25 佐用中山のスダジイの古木 1本 佐用郡佐用町中山537-1
60 県天39 102 昭62･3･24 大避神社のコヤスノキ社叢林 23,384㎡ 佐用郡佐用町久崎字飯之山
51 県天40 87 昭59･3･28 光福寺の大イトザクラ 1本 佐用郡佐用町漆町282
61 県天41 96 昭61･3･25 三日月のムクノキの古木 1本 佐用郡佐用町三日月字笹尾1861-1
61 県天42 41 昭46･4･1 三日月の大ムク 1本 佐用郡佐用町下本郷1475
52 県天43 52 昭47･3･24 大歳神社のフジ 1本 宍粟市山崎町上寺122
52 県天44 53 昭47･3･24 大倭物代主神社のスギ（夫婦杉） 1本 宍粟市山崎町下牧谷宮ノ谷
52 県天45 72 昭52･3･29 山崎八幡神社のモッコク 1本 宍粟市山崎町門前174
42 県天46 91 昭61･3･25 岩上神社の夫婦スギ 1本 宍粟市山崎町上ノ1495
42 県天47 89 昭60･3･26 庭田神社のケヤキの大木 1本 宍粟市一宮町能倉1286
42 県天48 90 昭60･3･26 安積のカヤの古木 1本 宍粟市一宮町安積444-1
42 県天49 92 昭61･3･25 池王神社のアカガシ林 2,425㎡ 宍粟市一宮町深河谷字宮の段789
42 県天50 105 昭63･3･22 火魂神社の大ムクノキ 1本 宍粟市波賀町日見谷283
42 県天51 112 平3･3･30 小野の大トチノキ 2本 宍粟市波賀町小野21
32 県天52 9 昭40･3･16 中宮神社の大スギ 1本 宍粟市千種町河内1494
10 県天53 10 昭40･3･16 白藤神社の大モミ 1本 豊岡市大谷687-1
5 県天54 11 昭40･3･16 絹巻神社の暖地性原生林 12,068㎡ 豊岡市気比字絹巻2585
10 県天55 29 昭43･3･29 小江神社の大ケヤキ 1本 豊岡市江野字大べライ1523
10 県天56 108 平2･3･20 鎌田のイヌマキ 1本 豊岡市鎌田97
5 県天57 48 昭47･3･24 波食甌穴群 152.53㎡ 豊岡市竹野町賀嶋3
5 県天58 49 昭47･3･24 宇日流紋岩の流理（流紋） 約9,000㎡ 豊岡市竹野町田久日字向山
9 県天59 122 平17･3･18 桑野本の大イチョウ 1本 豊岡市竹野町桑野本850
15 県天60 27 昭42･3･31 栃本の溶岩瘤 豊岡市日高町栃本字西畑（稲葉川南岸沿）
9 県天61 30 昭43･3･29 栃が谷平のアスナロ群生 170,000㎡ 豊岡市日高町万却
10 県天62 76 昭53･3･17 長楽寺のチリツバキ 1本 豊岡市日高町上石664
15 県天63 123 平17･3･18 天神社のトチノキ 1本 豊岡市日高町万場480
24 県天64 97 昭61･3･25 一宮神社のケヤキの森 9本 豊岡市但東町久畑字宮ノ市875

3 県天65 33
昭43･3･29
平27,3,10（追加指定・名称変更）

下浜の流痕（漣痕化石） 537.66㎡ 美方郡香美町香住区下浜字大イソ1282-1、1282-2

14 県天66 25 昭42･3･31 和池の大カツラ 1本 美方郡香美町村岡区和池字大沢709
14 県天67 26 昭42･3･31 兎和野の大カツラ 1本 美方郡香美町村岡区黒田
8 県天68 34 昭43･3･29 小城のブナ原生林 40,000㎡ 美方郡香美町村岡区山田･小城1078
20 県天69 44 昭46･4･1 大笹のザゼンソウ群落 1,366㎡ 美方郡香美町村岡区大笹字西野804-2他
14 県天70 47 昭46･4･1 海底面の流痕 美方郡香美町村岡区村岡字由里3585-3
15 県天71 116 平6･3･25 銚子ケ谷カキツバタ群落 15.36 ha 美方郡香美町村岡区村岡字銚子ケ谷3531-2
14 県天72 38 昭46･4･1 小長辿の大トチ 1本 美方郡香美町美方区大谷字長辿峠1049
14 県天73 54 昭47･3･24 吉滝 約10,000㎡ 美方郡香美町美方区鍛冶屋字タキノ前
3 県天74 22 昭41･3･22 正法庵の大シイ 1本 美方郡新温泉町正法庵字沖中405
8 県天75 16 昭40･3･16 大杉神社の大ヒノキ 1本 美方郡新温泉町久斗山字宮前1279

2 県天76 23 昭41･3･22
鐘乳　日本洞門
鐘乳　亀山洞門

美方郡新温泉町居組字亀山

2 県天77 24 昭42･3･31 居組不動山の暖地性植物群落 3,500㎡ 美方郡新温泉町居組不動山
2 県天78 32 昭43･3･29 宇都野神社社叢の暖帯性植物原生林 10,000㎡ 美方郡新温泉町浜坂字宇都野森2456
2 県天79 46 昭46･4･1 浜坂のタンゴイワガサとワカサハマギク群 美方郡新温泉町芦屋
2 県天80 110 平2･3･20 池の島の大甌穴 1基 美方郡新温泉町諸寄字北川辺4093番地先
2 県天81 111 平2･3･20 諸寄東ノ洞門 1基 美方郡新温泉町芦屋字イモチウラ105番地先
7 県天82 20 昭41･3･22 泰雲寺のシダレザクラ 1本 美方郡新温泉町竹田1388
2 県天83 124 平18･3･17 福富のアカメヤナギ 1本 美方郡新温泉町福富541

16 県天84
昭38･4･19
昭39･6･5（名称変更）

積徳の松
伊佐の黒松（久恩の松）

1本 養父市八鹿町伊佐418

21 県天85 78 昭55･3･25 玉水神社のムクノキ林 1,468.85㎡ 養父市玉見字宮ノ上38
22 県天86 79 昭55･3･25 養父町堀畑のハコネウツギ 1本 養父市堀畑字堀ノ内
21 県天87 70 昭51･3･23 加保坂のミズバショウ自生地 3,967㎡ 養父市大屋町加保字加保坂58
20 県天88 55 昭50･3･18 古千本･千本杉の奥山湿生植物群落 42,130㎡ 養父市大屋町横行奥山国有林
21 県天89 85 昭58･3･29 加保坂の硬玉（ヒスイ）原石露頭 12.2㎡ 養父市大屋町加保字加保坂58



地図番号 番号 指定番号 指定年月日 名称 指定面積 所在地
21 県天90 88 昭59･3･28 一宮神社社叢 10,466㎡ 養父市大屋町中字袋ノ尻115
27 県天91 98 昭61･3･25 栲幡原神社のカシ林 2545㎡ 養父市大屋町和田字宮ノ側8
27 県天92 99 昭61･3･25 上森神社のシラカシ大木 1本 養父市大屋町蔵垣字上サコ129-1-2
21 県天93 100 昭61･3･25 男坂神社のシラカシ林 6,625㎡ 養父市大屋町宮垣字天満山196
20 県天94 14 昭40･3･16 古生沼の高地湿原植物群落 1,000㎡ 養父市福定・大屋町横行（氷ノ山）
20 県天95 15 昭40･3･16 鉢伏高原のヤマドリゼンマイ群落 5ケ所　2,000㎡ 養父市大久保字横角
20 県天96 8 昭40･3･16 別宮の大カツラ 1本 養父市別宮字中畑
20 県天97 113 平3･3･30 大久保の大杉（ホードー杉） 1本 養父市大久保字ムネ畑1505-3
20 県天98 69 昭47･3･24 古千本･千本杉の湿生植物群落 15,034㎡ 養父市奈良尾字四ケ国仙・出合丁字氷ノ山
20 県天99 82 昭57･3･26 鉢伏高原のミツガシワ自生地 2,639㎡ 養父市丹戸字西横角909
20 県天100 121 平17･3･18 別宮のオキナグサ自生地 1,950㎡ 養父市別宮字大平1604
44 県天101 107 平2･3･20 延応寺の大ケヤキ 1本 朝来市生野町口銀谷83-1
29 県天102 86 昭59･3･28 ウツギノヒメハナバチ群生地 600㎡ 朝来市山東町楽音寺579
46 県天103 36 昭45･3･30 柏原の大ケヤキ（木の根橋） 1本 丹波市柏原町柏原1
56 県天104 114 平5･3･26 高座神社のフジキ 1本 丹波市山南町谷川字式垣内3558
36 県天105 119 平14･4･9 常瀧寺の大イチョウ 1本 丹波市青垣町大名草字ウトンド2034
58 県天106 37 昭45･3･30 安田の大スギ 1本 篠山市安田440-1
48 県天107 106 平2･3･20 藤坂のカツラ 1本 篠山市藤坂峠151-1
57 県天108 75 昭52･3･29 医王寺のラッパイチョウ 1本 篠山市北165
67 県天109 117 平7･3･28 上立杭の大アベマキ 1本 篠山市今田町上立杭字釜ノ坪502
107 県天110 35 昭45･3･30 洲本奥畑のメグロチク 200㎡ 洲本市奥畑144-2
107 県天111 109 平2･3･20 河上神社のイブキ 1本 洲本市五色町鮎原南谷562-1
101 県天112 60 昭48･3･9 大和島のイブキ群落 約5000㎡ 淡路市大和島
103 県天113 17 昭40･3･16 野島鍾乳洞 長さ120ｍ 淡路市野島字常磐
103 県天114 66 昭49･3･22 常隆寺のスダジイ･アカガシ群落 10,200㎡ 淡路市久野々736他
105 県天115 61 昭48･3･9 明神岬のイブキ群落 淡路市草香明神､明神岬
105 県天116 62 昭48･3･9 伊弉諾神宮の夫婦クス 1本 淡路市多賀
103 県天117 77 昭55･3･25 妙勝寺の大クスノキ 1本 淡路市釜口1163
113 県天118 45 昭46･4･1 沼島のウミウ渡来地 南あわじ市沼島南区
113 県天119 67 昭49･3･22 諭鶴羽山のアカガシ群落 12,604㎡ 南あわじ市灘黒岩472及び473
78 県天120 126 平27,3,10 丸山湿原群 669,186㎡ 宝塚市波豆字下山1-1　外
113 県天121 127 平29,3,14 さや状褶曲 16㎡ 南あわじ市沼島字黒崎地先
67 県天122 128 平31,3,12 皿池湿原 17.1㏊ 三田市テクノパーク46番1、33番１の各一部
75 県天123 129 （令2,2,12答申） 網引湿原 361,828㎡ 加西市網引町1856番９　外


