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西宮市文化財保存活用地域計画 
ー 資 料 編 ー 

 
 

例言 
 
1 本書は令和3年12月17日に文化庁長官の認定を受けた、「西宮市文化財保存活用地域計画」の
資料編である。 

 
2 資料編の掲載内容は原則として認定時点によるが、それと異なる場合はそれぞれに記した。 
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１．西宮市文化財保存活用地域計画協議会 
（1）西宮市文化財保存活用地域計画協議会構成               順不同 敬称略 

区分 名前 所属・役職等 備 考 

文化財所有者 
吉井 良昭 （宗）西宮神社宮司  

弾正原佐和 （公財）白鹿記念酒造博物館館長  

観光・商工関係 前川 英三 西宮観光協会事務局長  

地域の文化財保
存活用関係団体 藤井 成計 NPO法人阪神文化財建造物研究会代表理事  

地域の文化財に 
関する有識者 合田 茂伸 関西大学博物館学芸員 会長 

学識経験者 

坂井 秀弥 （公財）大阪府文化財センター理事長  

村上 裕道 京都橘大学教授  

浅見 佳世  常葉大学准教授  

中江 研   神戸大学大学院准教授  

小川 雅司 大阪産業大学教授 副会長 

行政関係 

甲斐 昭光 兵庫県教育委員会 文化財課長  

俵谷 和子 西宮市 文化財課長  

佐藤亘一郎 西宮市 都市デザイン課長  

岸本 綾 西宮市 都市ブランド発信課長 
令和 3年 3月 

まで 

但馬 裕子 西宮市 都市ブランド発信課長 
令和 3年 4月 

から 

 
（2）経過 

開催日 会議 議題 
令和２年８月７日 第１回協議会 文化財保存活用地域計画について 
令和２年１２月１０日 第２回協議会 文化財保存活用地域計画について 
令和３年３月２２日 関係者協議 関連文化財群・保存活用区域について 
令和３年６月２１日 第３回協議会 文化財保存活用地域計画について 
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２．西宮市文化財保護審議会 
（1）西宮市文化財保護審議会構成                     順不同 敬称略 

種別 名前 所属 担当分野 

委員長 寺沢 知子 神戸女子大学教授 考古資料、史跡 

副委員長 長谷 洋一 関西大学教授 絵画、彫刻、美術工芸品 

委員 石井 弘明 神戸大学大学院准教授 天然記念物 

委員 中江 研 神戸大学大学院准教授 建造物、史跡 

委員 藤井 裕之 吹田市立博物館学芸員 民俗文化財、無形文化財 

委員 志村 洋 関西学院大学教授 古文書、歴史資料 
 
（2）経過 

開催日 会議 議題 
令和２年１２月25日 文化財審議会 文化財保存活用地域計画骨子・素案について 
令和3年8月9日～23日 書面確認 文化財保存活用地域計画素案の確認 
令和３年8月27日 文化財保護審議会 文化財保存活用地域計画素案について 
 
 

３．パブリックコメント 
実施期間：令和3年7月26日（月）～8月27日（金） 
実施根拠：西宮市参画と協働の推進に関する条例（総合計画部門別計画の改訂） 
     文化財保護法第183条の3 3号（住民の意見を反映させるために必要な措置） 
配布箇所：文化財課窓口、市役所、各支所、サービスセンター、公民館・図書館等 
      市ホームページ 
意見提出方法：書面（郵送・ファックス・窓口提出）、LINE、インターネット 
提出数 ：15件 
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【参考】第５次総合計画策定市民アンケートから 
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５．関連計画の概要 
本地域計画に関連する計画の概要については以下のとおりです。（計画編 序章第 1節関係） 
 
計 画 名 西宮市文化振興ビジョン（第２期） 
計画作成年 平成31年（2019） 
計画期間 平成31年度～令和10年度（2028） 
内 容 平成18年度に策定した「西宮市文化振興ビジョン」を改訂したもの。西宮市における芸

術文化の理念を「市民主体」「文教住宅都市」「文化芸術の力」の３点から組立て、「みんな
が創る文化の力で「文教住宅都市」を未来へつなぐ」としています。文化振興政策の目標
として「文化芸術を広く深く浸透させる」「まちへの愛着を高める」とし、具体的な方策と
して文化芸術に関わる「機会」「人」「場」を増やすこととしています。 

本地域計画
との関係 

西宮市の文化振興についての基本方針として、文化財の保存活用にも密接に関係します。
歴史資産に触れる機会の提供と保存活用への参画は本地域計画でも重要なテーマとなって
います。 

所管課 文化振興課 
 
計 画 名 西宮市生涯学習推進計画 
計画作成年 令和３年（2021） 
計画期間 令和３年度～令和12年度（2030） 
内 容 文教住宅都市としての西宮市の生涯学習がめざす将来像を「学び つながり 差さえある

まち～文教住宅都市 にしのみや～」とし、「学び・人づくり・つながりづくり・地域づく
りの循環の促進」「学びを通じた持続可能なまちづくりの推進」を基本視点とし、４つの基
本方針として「基本方針１ 多様な学びの機会の提供」「基本方針２ 誰もが参加できる学
びの環境づくり」「基本方針３ つながりささえあう学習の推進」「基本方針４ 生涯学習
を通じた地域づくり・まちづくり」を設定しています。 

本地域計画
との関係 

歴史資産の保存活用を進めるために、積極的にかかわる人びとの育成が不可欠で、生涯学
習と連携した取組みが必要です。 

 
計 画 名 未来につなぐ生物多様性にしのみや戦略 
計画作成年 平成24年（2012）・平成31年見直し 
計画期間 平成31年度～令和10年度（2028） 
内 容 環境学習都市宣言の趣旨を踏まえ、生物多様性の保全と持続可能な利用を進めるため「５

つの基本的な考え方」を事業展開の柱として、望ましい将来像「環境学習を通じ、豊かな
心を育み、自然の恵みを未来につなぐまち・にしのみや」に向けた取組を示しています。 
５つの基本的な考え方「（１）学びあうまちのしくみを育てます」「（２）地域に根づいた多
様な主体による参画と協働を進めます」「（３）歴史・文化を継承し、安心・安全で快適な
まちづくりを進めます」「（４）人と自然が共生するまちを目指します」「（５）地球規模の
つながりを意識して戦略を推進します」を設定定しています。 

本地域計画
との関係 

基本的な考え方（３）に歴史・文化の継承が記され、本地域計画の文化財の保存活用の方
針とも深く関連しています。 

所 管 課 花と緑の課 
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計 画 名 西宮市第3次産業振興計画 
計画作成年 平成31年 
計画期間 平成31年度～令和5年度（2023） 
内 容 西宮市における産業振興の基本理念を「暮らしと調和した「にぎわい・活力」の創出～文

教住宅都市・西宮の産業の発展をめざして～」と位置づけ、「地域経済の持続的発展」の観
点で３つの基本方針（「基本方針１ 既存産業の基盤強化」「基本方針２ 地域資源を活か
した産業振興」「基本方針３ 新たなビジネスの担い手づくり」）、「地域社会の活力向上」
の観点で１つの基本方針（「基本方針４ 企業市民のまちづくりへの参画促進」）を設定し
ています。 

本地域計画
との関係 

歴史・自然等を地域資源として位置づけ、その魅力を地域活性化や産業振興に結びつけ都
市ブランド力を高める取組みは、本地域計画においても重要な取組みであり、日本遺産を
はじめ市内の歴史資産の保存活用との連携が必要です。 

所 管 課 商工課・都市ブランド発信課 
 
計 画 名 西宮市都市景観形成基本計画 
計画作成年 平成19年（2007）・令和4年（2022）改定予定 
計画期間 令和4年度から10年間（予定） 
内 容 平成19年に改定された西宮市都市景観形成基本計画の改訂作業が進められ、新しい計画

が令和4年度から計画期間が開始される予定です。改訂される計画では、西宮市の景観特
性を「にしのみや」らしい景観として「豊かな自然景観」「潤いと落ち着きある緑豊かな住
宅景観」「多様な地域景観」を挙げ、西宮市がめざす景観像を「潤いと風格のある 心地よ
い 文教住宅都市の景観」としています。景観像を具現化するために5つの基本方針（「山
と海のつながりが感じられる景観の形成」「”わたしたちのまち”を誇りに思える景観の形
成」「みんなが快適に暮らし、過ごせる景観の形成」「にぎわいと活力を感じられる景観の
形成」「地域の景観資源を活かした景観の形成」）を設定しています。 

本地域計画
との関係 

西宮市の景観を構成しているものの多くは、本地域計画の対象である歴史文化の構成要素
であり、歴史資産となっています。個々の文化財の保存活用についても密接な関係があ
り、連携した取組みの推進が必要です。 

所 管 課 都市デザイン課 
 
計 画 名 西宮市都市計画マスタープラン 

西宮市の都市計画に関する基本的な方針 
計画作成年 平成22年（2010）・平成29年（2017）改定 
計画期間 平成23年（2011）からおおむね10年間 
内 容 「宮水の「えん」でつなぎ育む美しいまち西宮」を基本理念とし、まちづくりの基本方針

として暮らしの視点に立ち、「１．緑と水を身近にする」「２．環境と共生する」「３．地域
の個性を活かす」「４．都市の魅力を高める」「５．安全と安心を守る」「６．元気やにぎわ
いを生み出す」「７．地域のチカラを高める」とする7つの方針が立てられています。 

本地域計画
との関係 

７つの方針について、いずれも文化財の保存活用に深く関係するものであり、特に地域の
個性を活かすために、西宮市の歴史文化の構成要素や歴史資産に関する取組が重要です。 

所 管 課 都市計画課 
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計 画 名 西宮市地域防災計画 
計画作成年 令和２年（2020） 
計画期間 令和２年度からおおむね10年 
内 容 災害対策基本法に基づく計画。西宮市において想定される災害に対して、「災害予防計画」

「災害応急対策計画」「災害復旧・復興計画」「津波対策計画」の構成で必要な事項を定め
たもの。西宮市の防災目標を「みんなが安心して暮らせる安全なまち」とし、いつか必ず
起こる災害に備えること、災害発生時の被害を最小限に抑えること、災害からの早期の回
復を図ることをめざしています。 

本地域計画
との関係 

文化財について「災害予防計画」５章１０節に「文化財を災害から守る」、「災害応急対策
計画」２２章４節に「文化財を保護する」という項目を設け、基本的な対応を示していま
す。過去、阪神・淡路大震災を経験し、今後も風水害や南海トラフ地震等の発生が想定さ
れるなか、歴史資産の保存活用のため防災の取組が重要であり、各種事業において連携の
強化が必要です。 

所管課 災害対策課（計画担当） 
 
計 画 名 西宮市教育振興計画 
計画作成年 平成31年（2019） 
計画期間 平成31年度（2019）～令和５年度（2023） 
内 容 第５次総合計画の目標のもと、西宮教育推進の理念「夢はぐくむ教育のまち西宮」を目標

としています。５次総合計画の基本計画に記載された項目のうち、教育委員会が所管し推
進する政策、施策、取組内容を「教育振興基本計画」として位置づけられ、子供・子育て
支援、学校教育、青少年育成の取組が示されています。 

本地域計画
との関係 

本地域計画の推進に向け、西宮の歴史資産に関わる人びとの育成が不可欠で、学校教育等
との連携が今まで以上に重要になります。 

所 管 教育委員会 教育企画課 
 
計 画 名 第３次西宮市環境基本計画 
計画作成年 平成31年（2019） 
計画期間 平成31年度～令和10年度（2028） 
内 容 環境学習都市宣言の理念をもとに、望ましい環境像を「人を育み、人が育つ、環境学習都

市・にしのみや～共生と循環のこころで次代につなぐ やまのみどりとあおい海～」と
し、環境学習都市宣言の５つの行動憲章（「学びあい」「共生」「参画・協働」「ネットワー
ク」「循環」）を基本目標としています。また、第３次西宮市環境基本計画の個別計画とし
て、「未来につなぐ生物多様性にしのみや戦略」が位置づけられています。 

本地域計画
との関係 

計画の対象が、自然、まち・くらし、人・文化、歴史・国際とされ、「歴史的・文化的遺
産」、「語り部・伝承」「都市景観」「地場産業」など、本地域計画における西宮市の歴史文
化の構成要素や歴史資産が広く対象とされるなど深く関係しています。 

所 管 課 環境学習都市推進課 
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31 有形文化財 美術工芸品 木造弘法大師坐像 国指定 M37.2.18 甲山町 (宗)神呪寺 甲東 

32 有形文化財 美術工芸品 木造聖観音立像 国指定 M37.2.18 甲山町 (宗)神呪寺 甲東 

33 有形文化財 美術工芸品 木造阿弥陀如来立像 国指定 M37.2.18 津門西口町 (宗)昌林寺 西宮南東 

34 有形文化財 美術工芸品 木造善導大師坐像 国指定 T9.4.15 津門西口町 (宗)昌林寺 西宮南東 

35 有形文化財 美術工芸品 木造阿弥陀如来及両脇侍像 国指定 M37.2.18 生瀬町2丁目 (宗)淨橋寺 塩瀬 

36 有形文化財 美術工芸品 木造阿弥陀如来立像 国指定 M37.2.18 山口町上山口1丁目 (宗)明徳寺 山口 

37 有形文化財 美術工芸品 赤楽茶碗(無一物)長次郎作 国指定 S46.6.22 上甲東園1丁目 兵庫県 甲東 

38 有形文化財 美術工芸品 銅鐘(寛元二年ノ銘文アリ) 国指定 M37.2.18 生瀬町2丁目 (宗)淨橋寺 塩瀬 

39 有形文化財 美術工芸品 太刀 菊御作 国指定 S25.8.29 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

40 有形文化財 美術工芸品 太刀 銘備前國長船住景光 裏□月日 国指定 S25.8.29 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

41 有形文化財 美術工芸品 太刀 銘大和則長作 国指定 S27.7.19 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

42 有形文化財 美術工芸品 刀 無銘傳行光 国指定 S27.7.19 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

43 有形文化財 美術工芸品 刀 無銘傳行光 国指定 S27.7.19 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

44 有形文化財 美術工芸品 太刀 銘國光 国指定 S27.7.19 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

45 有形文化財 美術工芸品 刀 無銘長谷部  国指定 S28.3.31 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

46 有形文化財 美術工芸品 豊干禅師図鐔 銘安親  国指定 S28.11.14 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

47 有形文化財 美術工芸品 刀 銘慶長九年十一月吉日信濃守國廣作 依賀茂祝重邦所望打之 国指定 S30.2.2 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

48 有形文化財 美術工芸品 太刀 銘一  国指定 S30.6.22 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

49 有形文化財 美術工芸品 太刀 銘包次  国指定 S53.6.15 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

50 有形文化財 美術工芸品 太刀 銘國宗 国指定 S12.5.25 南郷町 個人 西宮北東 

51 有形文化財 美術工芸品 紫紙金字金光明最勝王経巻第三   国指定 S25.8.29 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

52 有形文化財 美術工芸品 
伏見天皇宸翰御願文(正和五年十一
月廿五日)料紙ニ金銀泥藤花文様ア
リ 

国指定 S25.8.29 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

53 有形文化財 美術工芸品 霊石如芝墨蹟 正堂偈 天暦庚午孟春 国指定 S39.1.28 甲子園四番町 個人 鳴尾 

54 有形文化財 美術工芸品 流水文銅鐸 福井縣坂井郡大石村大字井向出土 国指定 S28.3.31 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

55 有形文化財 美術工芸品 注口土器 茨城県稲敷郡高田村椎塚貝塚出土 国指定 S28.3.31 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

56 有形文化財 美術工芸品 流水文銅鐸 国指定 S35.6.9 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

57 有形文化財 美術工芸品 横帯文銅鐸 伝伯耆国出土 国指定 S35.6.9 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

58 有形文化財 美術工芸品 変形方格渦文鏡 国指定 S35.6.9 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

59 有形文化財 美術工芸品 土偶 千葉県銚子市(旧海上郡海上村)余山貝塚出土 国指定 S36.2.17 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

60 有形文化財 美術工芸品 袈裟襷文銅鐸 大阪府南河内郡太子町大字山田出土 国指定 S37.2.2 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

61 有形文化財 美術工芸品 人面装飾付注口土器 茨城県稲敷郡東村大字福田出土 国指定 S38.2.14 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

62 有形文化財 美術工芸品 袈裟襷文銅鐸 国指定 S38.2.14 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

63 有形文化財 美術工芸品 袈裟襷文有鐶銅鐸 国指定 S59.6.6 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

64 有形文化財 美術工芸品 突線袈裟襷文銅鐸 愛知県名古屋市瑞穂区軍水町出土 国指定 S59.6.6 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 
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65 有形文化財 美術工芸品 袈裟襷文銅鐸 国指定 S59.6.6 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

66 有形文化財 美術工芸品 袈裟襷文銅鐸 岡山県井原市木之子町猿森出土 国指定 S59.6.6 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

67 有形文化財 美術工芸品 袈裟襷文銅鐸 国指定 S59.6.6 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

68 有形文化財 美術工芸品 流水文銅鐸 伝奈良県出土 国指定 S60.6.6 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

69 有形文化財 美術工芸品 流水文銅鐸 国指定 S60.6.6 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

70 有形文化財 美術工芸品 流水文銅鐸 国指定 S60.6.6 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

71 有形文化財 美術工芸品 注口土器 青森県西津軽郡木造町亀ヶ岡遺跡出土 国指定 H1.6.12 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

72 有形文化財 美術工芸品 突線袈裟襷文銅鐸 滋賀県野洲郡野洲町小篠原大岩山出土 国指定 S61.6.6 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

73 有形文化財 美術工芸品 長門国鋳銭遺物 山口県下関市長府町豊浦村出土 国指定 S39.1.28 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

74 有形文化財 美術工芸品 碧玉製摸造品弓矢等 伝奈良県天理市布留出土  国指定 S39.1.28 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

75 有形文化財 美術工芸品 羽黒山御手洗池出土銅鏡 国指定 S43.4.25 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

76 無形文化財   名塩雁皮紙 国指定 H14.7.8 名塩 谷野武信(谷野剛
惟) 塩瀬 

77 民俗文化財 有形民俗 武庫川女子大学近代衣生活資料 国登録 R2.3.16 池開町137 (学)武庫川学院 鳴尾 

78 記念物 史跡 西宮砲台 国史跡 T11.3.8 西波止町 阪神電気鉄道(株) 西宮南西 

79 記念物 史跡 大坂城石垣石丁場跡 東六甲石丁場跡 国史跡 H30.2.13 甲山町 西宮市 甲東 

80 有形文化財 建造物 八幡神社本殿 県指定 S55.3.25 若山町 (宗)八幡神社 甲東 

81 有形文化財 建造物 旧辰馬喜十郎住宅 県指定 S57.3.26 浜町 南辰馬土地(株) 西宮南西 

82 有形文化財 美術工芸品 紙本著色善慧上人伝絵 県指定 S37.7.16 生瀬町2丁目 (宗)淨橋寺 塩瀬 

83 有形文化財 美術工芸品 西宮神社御社用日記 県指定 H29.3.14 社家町 (宗)西宮神社 西宮南西 

84 有形文化財 美術工芸品 流水文銅鐸(伝淡路出土) 県指定 S62.3.24 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

85 有形文化財 美術工芸品 袈裟襷文銅鐸(伊丹市中村出土) 県指定 S62.3.24 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

86 有形文化財 美術工芸品 袈裟襷文銅鐸(宍粟郡一宮町出土) 県指定 S62.3.24 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

87 有形文化財 美術工芸品 袈裟襷文銅鐸(洲本市出土) 県指定 S62.3.24 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

88 有形文化財 美術工芸品 横帯文銅鐸(出土地不詳) 県指定 S63.3.22 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

89 有形文化財 美術工芸品 流水文銅鐸(伝滋賀県出土) 県指定 S63.3.22 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

90 有形文化財 美術工芸品 流水文銅鐸(出土地不詳) 県指定 S63.3.22 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

91 有形文化財 美術工芸品 流水文銅鐸(徳島県麻植郡出土) 県指定 S63.3.22 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

92 有形文化財 美術工芸品 流水文銅鐸(徳島市出土) 県指定 S63.3.22 松下町 (公財)辰馬考古資料館 西宮南西 

93 有形文化財 美術工芸品 慶長十年摂津国絵図 県指定 H12.5.2 川添町 西宮市 西宮南西 

94 無形文化財   名塩紙技術 県指定 S59.3.29 名塩2丁目 名塩紙技術保存会 塩瀬 

95 民俗文化財 有形民俗 灘の酒造用具一式 附酒造用桶・樽
づくり道具一式167点 県指定 S57.3.26 浜町 (公財)白鹿記念酒

造博物館 西宮南西 

96 記念物 天然記念物 西宮神社社叢 県指定 S36.5.12 社家町 (宗)西宮神社 西宮南西 

97 記念物 天然記念物 満池谷層の植物遺体包含層 県指定 S40.3.16 神原 西宮市 西宮北東 

98 記念物 天然記念物 海清寺の大クス 県指定 S41.3.22 六湛寺町 (宗)海清寺 西宮南西 

99 記念物 天然記念物 広田神社のコバノミツバツツジ群落 県指定 S44.3.25 大社町 (宗)廣田神社 西宮北東 

100 記念物 天然記念物 日野神社の社叢 県指定 S46.4.1 日野町 (宗)日野神社 瓦木 

101 記念物 天然記念物 山口の大カヤ 県指定 S48.3.9 山口町中野 個人 山口 

102 記念物 天然記念物 越木岩神社の社叢林 県指定 S49.3.22 甑岩町5-4 (宗)越木岩神社 西宮北西 
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103 有形文化財 建造物 公智神社神輿殿 市指定 S46.3.20 山口町下山口3丁目 (宗)公智神社 山口 

104 有形文化財 建造物 今津灯台 付立札1枚 市指定 S49.3.20 今津西浜町 大関(株) 西宮南東 

105 有形文化財 建造物 大市八幡神社本殿 市指定 S49.3.20 若山町 (宗)八幡神社 甲東 

106 有形文化財 建造物 旧辰馬喜十郎住宅 市指定 S56.3.25 浜町 南辰馬土地(株) 西宮南西 

107 有形文化財 建造物 神呪寺仁王門 市指定 S56.3.25 甲山町 (宗)神呪寺 甲東 

108 有形文化財 建造物 海清寺三門 付棟札2枚 市指定 H8.3.12 六湛寺町 (宗)海清寺 西宮南西 

109 有形文化財 建造物 石造七重塔 市指定 S50.3.12 鷲林寺町 (宗)鷲林寺 西宮北西 

110 有形文化財 建造物 石造五輪塔 市指定 S49.3.20 生瀬町2丁目 (宗)淨橋寺 塩瀬 

111 有形文化財 建造物 石造五輪塔 市指定 S57.2.2 生瀬町2丁目 (宗)淨橋寺 塩瀬 

112 有形文化財 建造物 石造五輪塔 市指定 H6.3.30 生瀬町2丁目 (宗)淨橋寺 塩瀬 

113 有形文化財 建造物 石造五輪塔 市指定 S59.3.23 川添町 西宮市 西宮南西 

114 有形文化財 建造物 五輪卒塔婆 市指定 S53.3.8 生瀬町2丁目 (宗)淨橋寺 塩瀬 

115 有形文化財 建造物 石造五輪卒塔婆形板碑 市指定 S60.3.25 上鳴尾町 (宗)観音寺 鳴尾 

116 有形文化財 美術工芸品 絹本著色四社明神画像 市指定 S49.3.20 下大市東町 (宗)永福寺 甲東 

117 有形文化財 美術工芸品 絹本著色虎関師錬画像 市指定 S50.3.12 六湛寺町 (宗)茂松寺 西宮南西 

118 有形文化財 美術工芸品 紙本著色神呪寺縁起絵巻 市指定 S55.3.11 甲山町 (宗)神呪寺 甲東 

119 有形文化財 美術工芸品 絹本著色無因宗因画像 市指定 S55.3.11 六湛寺町 (宗)海清寺 西宮南西 

120 有形文化財 美術工芸品 弥陀石仏 市指定 S51.3.15 瓦林町 (宗)極楽寺 瓦木 

121 有形文化財 美術工芸品 大日如来坐像 市指定 S56.3.26 段上町3丁目 (宗)西廣寺 甲東 

122 有形文化財 美術工芸品 観音菩薩像・勢至菩薩像 市指定 H12.2.1 津門西口町 (宗)昌林寺 西宮南東 

123 有形文化財 美術工芸品 西宮神社銅鐘 慶長十五年ノ銘アリ 市指定 S49.3.20 社家町 (宗)西宮神社 西宮南西 

124 有形文化財 美術工芸品 名塩産藩札文書と名塩の私札 市指定 S52.3.9 苦楽園三番町 (公財)黒川古文化
研究所 西宮北西 

125 有形文化財 美術工芸品 岡本家文書 市指定 S54.3.20 川添町 個人 西宮南西 

126 有形文化財 美術工芸品 浄橋寺文書 市指定 S56.3.25 生瀬町2丁目 (宗)淨橋寺 塩瀬 

127 有形文化財 美術工芸品 下大市文書 市指定 S60.3.25 川添町 個人 西宮南西 

128 有形文化財 美術工芸品 鳥飼家文書 市指定 H2.3.27 川添町 個人 西宮南西 

129 有形文化財 美術工芸品 桜戸雑話 市指定 H4.3.28 川添町 個人 西宮南西 

130 有形文化財 美術工芸品 西宮神社御社用日記 市指定 H28.2.3 社家町 (宗)西宮神社 西宮南西 

131 有形文化財 美術工芸品 石造露盤 市指定 S50.3.12 生瀬町2丁目 (宗)淨橋寺 塩瀬 

132 有形文化財 美術工芸品 浄橋寺古瓦(軒平瓦・軒丸瓦) 付外箱1個 市指定 S51.3.15 生瀬町2丁目 (宗)淨橋寺 塩瀬 

133 有形文化財 美術工芸品 甲山出土銅戈 市指定 S58.3.25 川添町 西宮市 西宮南西 

134 有形文化財 美術工芸品 考古小録及び関係品 市指定 H22.5.12 川添町 西宮市 西宮南西 

135 有形文化財 美術工芸品 高畑町遺跡出土木製品 附奈良、平安時代大型井戸出土遺物34点 市指定 H26.11.12 川添町 西宮市 西宮南西 

136 有形文化財 美術工芸品 具足塚古墳出土品 市指定 H29.10.11 川添町 西宮市 西宮南西 

137 有形文化財 美術工芸品 慶長十年摂津国絵図 市指定 S53.3.8 川添町 西宮市 西宮南西 

138 有形文化財 美術工芸品 豊臣氏奉行衆裁許状・前田玄以書状 市指定 S61.3.25 川添町 西宮市 西宮南西 

139 有形文化財 美術工芸品 常夜燈型道標 市指定 S62.2.10 社家町 (宗)西宮神社 西宮南西 

140 有形文化財 美術工芸品 如意庵(寺)過去帳 市指定 S62.2.10 北名次町 (宗)如意寺 西宮北東 

141 民俗文化財 有形民俗 越木岩神社のおかげ踊り図絵馬 市指定 S55.3.11 甑岩町 (宗)越木岩神社 西宮北西 
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142 民俗文化財 有形民俗 灘酒酒造用具一式 市指定 S56.3.25 浜町 (公財)白鹿記念酒
造博物館 西宮南西 

143 民俗文化財 有形民俗 酒造り用桶および樽造り道具一式 市指定 S56.3.25 浜町 (公財)白鹿記念酒
造博物館 西宮南西 

144 民俗文化財 有形民俗 西宮の漁労用具 市指定 R1.9.11 川添町 西宮市 西宮南西 

145 民俗文化財 無形民俗 山口袖下踊り 市指定 S49.3.20 山口町上山口2丁目 山口町袖下民踊育成保存会 山口 

146 民俗文化財 無形民俗 岡太神社一時上臈 市指定 S59.3.20 小松南町 岡太神社一時上臈
保存会 鳴尾 

147 記念物 史跡 五ヶ山古墳群第2号墳 市指定 S49.3.20 仁川町6丁目 西宮市 甲東 

148 記念物 史跡 関西学院構内古墳 市指定 S49.3.20 上ケ原一番町 (学)関西学院 甲東 

149 記念物 史跡 青石古墳 市指定 S49.3.20 山口町下山口字青石 (財)山口町徳風会 山口 

150 記念物 史跡 老松古墳 市指定 S56.3.25 苦楽園六番町 西宮市 西宮北西 

151 記念物 史跡 上ヶ原用水路 市指定 S56.3.25 甲山町ほか 西宮市 甲東 

152 記念物 史跡 具足塚古墳 市指定 H29.10.11 高座町 西宮市 西宮北東 

153 記念物 天然記念物 甲山湿原 市指定 S49.3.20 甲山町 西宮市 甲東 

154 記念物 天然記念物 大市八幡神社の大クス 市指定 S55.3.11 若山町 (宗)八幡神社 甲東 

155 記念物 天然記念物 山口の大ケヤキ 市指定 S57.2.2 山口町下山口3丁目 個人 山口 

156 記念物 天然記念物 公智神社社叢 市指定 S58.3.25 山口町下山口3丁目 (宗)公智神社 山口 

157 記念物 天然記念物 クスノキ 市指定 H3.3.25 六湛寺町 西宮市 西宮南西 
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35 有形文化財 建造物 大井手橋〔おほゐでばし〕   松生町 － 近代 西宮の橋梁 

36 有形文化財 建造物 豊楽橋〔ほうらくはし〕   南越木岩町 － 近代 西宮の橋梁 

37 有形文化財 建造物 甲山大橋    越水字社家郷山 － 近代 西宮の橋梁 

38 有形文化財 建造物 宝殿橋〔ほうでんばし〕   越水字社家郷山 － 近代 西宮の橋梁 

39 有形文化財 建造物 御宮橋〔おみやばし〕   樋ノ池町 － 近代 西宮の橋梁 

40 有形文化財 建造物 越木岩橋〔こしきいわばし〕   西平町 － 近代 西宮の橋梁 

41 有形文化財 建造物 三樂橋    苦楽園四番町 － 近代 西宮の橋梁 

42 有形文化財 建造物 こほろぎ橋〔こほろぎばし〕   相生町 － 近代 西宮の橋梁 

43 有形文化財 建造物 銀水橋    甑岩町 － 近代 西宮の橋梁 

44 有形文化財 建造物 松籟橋〔しょうらいばし〕   越水字社家郷山 － 近代 西宮の橋梁 

45 有形文化財 建造物 明水橋〔めいすいばし〕   柏堂町 － 近代 西宮の橋梁 

46 有形文化財 建造物 池下橋〔いけしたばし〕   剣谷町 － 近代 西宮の橋梁 

47 有形文化財 建造物 片鉾橋〔かたほこはし〕   羽衣町 － 近代 西宮の橋梁 

48 有形文化財 建造物 桜橋〔さくらばし〕   樋ノ池町 － 近代 西宮の橋梁 

49 有形文化財 建造物 大屋橋〔おおやはし〕   田代町 － 近代 西宮の橋梁 

50 有形文化財 建造物 老松橋〔おいまつばし〕   老松町 － 近代 西宮の橋梁 

51 有形文化財 建造物 中新田川橋〔なかしんでんがわばし〕   樋ノ池町 － 近代 西宮の橋梁 

52 有形文化財 建造物 甲寿橋〔こうじゅはし〕   越水字社家郷山 － 近代 西宮の橋梁 

53 有形文化財 建造物 北夙川橋〔きたしゅくがわばし〕   松風町 － 近代 西宮の橋梁 

54 有形文化財 建造物 久出川橋    樋ノ池町 － 近代 西宮の橋梁 

55 有形文化財 建造物 明礬橋〔みょうばんばし〕   角石町 － 近代 西宮の橋梁 

56 有形文化財 建造物 雲井橋   羽衣町阪急線路上 － 近代 近代化遺産2006 

57 有形文化財 彫刻 十一面観音立像   鷲林寺町 鷲林寺 古代 第24回特展図録2008 

58 有形文化財 歴史資料 鷲林寺勧進帳   鷲林寺町 鷲林寺 中世 第24回特展図録2008 

59 有形文化財 歴史資料 句碑（下村海南）   苦楽園四番町 苦楽園四番町公園 近代 歴史案内Map2016 

60 有形文化財 歴史資料 句碑（山口誓子・山口波津女）   苦楽園五番町 － 近代 歴史案内Map2016 

61 有形文化財 歴史資料 句碑（阿波野青畝）   北山町 北山緑化植物園 近代 歴史案内Map2016 

62 有形文化財 歴史資料 道標（明礬谷温泉）   苦楽園五番町 苦楽園市民館 近代 歴史案内Map2016 

63 有形文化財 歴史資料 道標 かんのん道   鷲林寺1丁目 － その他 歴史案内Map2016 

64 有形文化財 歴史資料 詩碑（八木重吉）   羽衣町 － 近代 歴史案内Map2016 

65 民俗文化財 有形民俗 吉祥図絵馬   甑岩町 越木岩神社 近世 絵馬調査1993 

66 民俗文化財 有形民俗 祭礼図絵馬   甑岩町 越木岩神社 近世 絵馬調査1993 

67 民俗文化財 有形民俗 祭礼図絵馬   甑岩町 越木岩神社 近世 絵馬調査1993 

68 民俗文化財 有形民俗 神像図絵馬   甑岩町 越木岩神社 近世 絵馬調査1993 

69 民俗文化財 有形民俗 神馬図絵馬   甑岩町 越木岩神社 近世 絵馬調査1993 

70 民俗文化財 有形民俗 物語図絵馬   甑岩町 越木岩神社 近世 絵馬調査1993 

71 民俗文化財 有形民俗 武者図絵馬   甑岩町 越木岩神社 近世 絵馬調査1993 

72 民俗文化財 有形民俗 物語図絵馬   甑岩町 越木岩神社 近世 絵馬調査1993 

73 民俗文化財 有形民俗 祭礼図絵馬   甑岩町 越木岩神社 近代 絵馬調査1993 

74 民俗文化財 有形民俗 祭礼図絵馬   甑岩町 越木岩神社 近代 絵馬調査1993 

75 民俗文化財 有形民俗 神体図絵馬   甑岩町 越木岩神社 近代 絵馬調査1993 

76 民俗文化財 有形民俗 農構図絵馬   甑岩町 越木岩神社 近代 絵馬調査1993 

77 民俗文化財 有形民俗 拝み図絵馬   甑岩町 越木岩神社 近代 絵馬調査1993 

78 民俗文化財 有形民俗 合戦図絵馬   甑岩町 越木岩神社 その他 絵馬調査1993 

79 民俗文化財 有形民俗 神像図絵馬   甑岩町 越木岩神社 その他 絵馬調査1993 
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80 民俗文化財 有形民俗 神像図絵馬   甑岩町 越木岩神社 その他 絵馬調査1993 

81 民俗文化財 有形民俗 神像図絵馬   甑岩町 越木岩神社 その他 絵馬調査1993 

82 民俗文化財 有形民俗 神像図絵馬   甑岩町 越木岩神社 その他 絵馬調査1993 

83 民俗文化財 有形民俗 神馬図絵馬   甑岩町 越木岩神社 その他 絵馬調査1993 

84 民俗文化財 有形民俗 神馬図絵馬   甑岩町 越木岩神社 その他 絵馬調査1993 

85 民俗文化財 有形民俗 神馬図絵馬   甑岩町 越木岩神社 その他 絵馬調査1993 

86 民俗文化財 有形民俗 武者図絵馬   甑岩町 越木岩神社 その他 絵馬調査1993 

87 民俗文化財 有形民俗 武者図絵馬   甑岩町 越木岩神社 その他 絵馬調査1993 

88 民俗文化財 有形民俗 物語図絵馬   甑岩町 越木岩神社 その他 絵馬調査1993 

89 民俗文化財 有形民俗 物語図絵馬   甑岩町 越木岩神社 その他 絵馬調査1993 

90 民俗文化財 無形民俗 越木岩神社の秋祭礼   甑岩町 越木岩神社 近世 県祭り・行事2020 

91 民俗文化財 無形民俗 越木岩神社の夏祭礼(夏越大祓)   甑岩町 越木岩神社 近代 県祭り・行事2020 

92 民俗文化財 無形民俗 越木岩神社の湯立神楽   甑岩町 越木岩神社 近代 県祭り・行事2020 

93 民俗文化財 無形民俗 御田植   鷲林寺町 鷲林寺 近代 西宮市史2 

94 民俗文化財 無形民俗 越木岩の二十四日盆（念仏講）   甑岩町 － その他 年中行事1978 

95 民俗文化財 無形民俗 牛まわし・ノガミ（越木岩）   越木岩 － その他 西宮市史2 

96 民俗文化財 無形民俗 サナブリ   鷲林寺町 － その他 兵庫探検民俗編1996 

97 記念物 遺跡 調整石   羽衣町 － 近世 歴史案内Map2016 

98 記念物 遺跡 片鉾池   羽衣町 夙川公園 近代 歴史案内Map2016 

99 記念物 遺跡 甑岩（刻印石）   甑岩町 越木岩神社 近世 歴史案内Map2016 

100 記念物 遺跡 刻印石   北山町 － 近世 歴史案内Map2016 

101 記念物 遺跡 刻印石   甑岩町 － 近世 歴史案内Map2016 

102 記念物 遺跡 刻印石・調整石   甑岩町 － 近世 歴史案内Map2016 

103 記念物 遺跡 刻印石   苦楽園五番町 － 近世 歴史案内Map2016 

104 記念物 遺跡 丁場跡   北山町 － 近世 歴史案内Map2016 

105 記念物 遺跡 刻印石   苦楽園四番町 － 近世 歴史案内Map2016 

106 記念物 遺跡 調整石   苦楽園二番町 － 近世 歴史案内Map2016 

107 記念物 遺跡 刻印石   苦楽園四番町 － 近世 歴史案内Map2016 

108 記念物 遺跡 調整石   苦楽園四番町 － 近世 歴史案内Map2016 

109 記念物 遺跡 越水城跡の碑   菊谷町 大社小学校 近代 歴史案内Map2016 

110 記念物 遺跡 鷲林寺   鷲林寺町 鷲林寺 その他 第24回特展図録2008 

111 記念物 遺跡 若宮神社   鷲林寺町 若宮神社 その他   

112 記念物 遺跡 荒神堂   鷲林寺町 荒神堂 その他   

113 記念物 遺跡 柏堂神社   柏堂西町 柏堂神社 その他   

114 記念物 遺跡 越木岩神社   甑岩町 越木岩神社 その他   

115 記念物 遺跡 苦楽園神社   苦楽園二番町 苦楽園神社 その他   

116 埋蔵文化財 埋蔵文化財 柏堂遺跡     － 先史   

117 埋蔵文化財 埋蔵文化財 苦楽園二番町遺跡     － 先史   

118 埋蔵文化財 埋蔵文化財 松風町遺跡     － 先史   

119 埋蔵文化財 埋蔵文化財 越木岩遺跡     － 先史   

120 埋蔵文化財 埋蔵文化財 八十塚古墳群老松支群第4号墳     － 古代   

121 埋蔵文化財 埋蔵文化財 柏堂古墳     － 古代   

122 埋蔵文化財 埋蔵文化財 八十塚古墳群剣谷支群第2号墳     － 古代   

123 埋蔵文化財 埋蔵文化財 八十塚古墳群苦楽園四番町古墳     － 古代   

124 埋蔵文化財 埋蔵文化財 八十塚古墳群苦楽園支群第1・2号墳     － 古代   
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166 有形文化財 建造物 神祇官橋〔ぢんぎかんはし〕   神祇官町 － 近代 西宮の橋梁 

167 有形文化財 建造物 五共橋〔ごきょうばし〕   中殿町 － 近代 西宮の橋梁 

168 有形文化財 建造物 上高座橋〔かみたかくらばし〕   大社町 － 近代 西宮の橋梁 

169 有形文化財 建造物 五月橋〔さつきはし〕   大社町 － 近代 西宮の橋梁 

170 有形文化財 建造物 大光橋    愛宕山 － 近代 西宮の橋梁 

171 有形文化財 建造物 一石五輪塔   越水町 泉福寺 その他 歴史案内Map2016 

172 有形文化財 建造物 四柱石   甲陽園東山町 － その他 歴史案内Map2016 

173 有形文化財 古文書 田岡香逸収集文書   平松町 個人 中世 西宮市史1 

174 有形文化財 歴史資料 剣珠   大社町 廣田神社 中世 特展資料目録1986 

175 有形文化財 歴史資料 広西両宮絵図   大社町 廣田神社 近世 特展資料目録1986 

176 有形文化財 歴史資料 道標（廣田社）   神垣町 － 近代 歴史案内Map2016 

177 有形文化財 歴史資料 道標 大師道   甲陽園目神山町 － 近代 歴史案内Map2016 

178 有形文化財 歴史資料 道標 大師道   六軒町3丁目 － 近代 歴史案内Map2016 

179 有形文化財 歴史資料 道標 大師道   甲陽園山王町1丁目 － 近代 歴史案内Map2016 

180 有形文化財 歴史資料 道標 大師道   甲陽園山王町1丁目 － 近代 歴史案内Map2016 

181 有形文化財 歴史資料 道標 甲山   獅子ケ口町 － 近代 歴史案内Map2016 

182 有形文化財 歴史資料 芝村道路元標   西福町 － 近代 歴史案内Map2016 

183 有形文化財 歴史資料 道標（廣田社）   中屋町 － その他 歴史案内Map2016 

184 有形文化財 歴史資料 道標 大師道   甲陽園目神山町 － その他 歴史案内Map2016 

185 民俗文化財 有形民俗 上総国の西宮講の石祠   名次町 名次神社 その他 新歴史散歩2003 

186 民俗文化財 無形民俗 シャコ踊り   西福寺町他 － 近世 市内無形2020 

187 民俗文化財 無形民俗 芦原の子守唄   西福寺町他 － 近代 市内無形2020 

188 民俗文化財 無形民俗 よいしょ節   西福寺町他 － 近代 市内無形2020 

189 民俗文化財 無形民俗 六軒町の地蔵盆   六軒町 － 近代 県祭り・行事2020 

190 民俗文化財 無形民俗 広田神社境外摂社風神社例祭   五月ケ丘 広田神社 近代 県祭り・行事2020 

191 民俗文化財 無形民俗 四良右衛門翁顕彰祭   西福町 八幡神社 近代 県祭り・行事2020 

192 民俗文化財 無形民俗 御田植祭   大社町 廣田神社 近代 県の民俗芸能1997 

193 民俗文化財 無形民俗 広田神社の秋例祭   大社町 廣田神社 近代 県民俗芸能誌1977 

194 民俗文化財 無形民俗 雨乞い（旧大社村広田・中・越水・
森具・越木岩）   大社地域 － 近代 西宮市史2 

195 民俗文化財 無形民俗 広田のアマコウ   広田町 － その他 年中行事1978 

196 民俗文化財 無形民俗 越水の伊勢講   越水町 － その他 年中行事1978 

197 民俗文化財 無形民俗 越水のサナブリ   越水町 － その他 年中行事1978 

198 民俗文化財 無形民俗 伊勢音頭   芦原地域 － その他 市内無形2020 

199 民俗文化財 無形民俗 牛まわし（越水）   越水 － その他 西宮市史2 

200 民俗文化財 無形民俗 広田神社の探湯神事   大社町 廣田神社 その他 県祭り・行事2020 

201 民俗文化財 無形民俗 サナブリ   越水町 － その他 兵庫探検民俗編1996 

202 記念物 遺跡 上総国の西宮講の石祠   名次町 名次神社 近世 歴史案内Map2016 

203 記念物 遺跡 往古武庫郡菟原郡界伝説地碑   常磐町 － 近世 歴史案内Map2016 

204 記念物 遺跡 一本松地蔵尊の碑（刻印石）   常磐町 － 近世 歴史案内Map2016 

205 記念物 遺跡 丁石（十三丁）新   甲陽園日之出町 － 近世 歴史案内Map2016 

206 記念物 遺跡 丁場跡・刻印石「亀岩」   甲陽園目神山町 － 近世 歴史案内Map2016 

207 記念物 遺跡 刻印石   甲陽園目神山町 － 近世 歴史案内Map2016 

208 記念物 遺跡 刻印石・調整石   常磐町 － 近世 歴史案内Map2016 

209 記念物 遺跡 刻印石   西田町 － 近世 歴史案内Map2016 
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251 有形文化財 建造物 一石五輪塔   与古道町 円福寺 中世 歴史案内Map2016 

252 有形文化財 建造物 一石五輪塔   産所町 西安寺墓地 近世 歴史案内Map2016 

253 有形文化財 建造物 旧多聞ビルディング   久保町 － 近代 近代化遺産2006 

254 有形文化財 建造物 旧国鉄和上町マンボウ   和上町 JR西日本 近代 近代化遺産2006 

255 有形文化財 建造物 西宮橋   池田町 － 近代 近代化遺産2006 

256 有形文化財 建造物 西宮神社 六英堂   社家町 西宮神社 近代 近代和風建築2014 

257 有形文化財 建造物 西宮神社 手水舎   社家町 西宮神社 近代 近代和風建築2014 

258 有形文化財 建造物 宜春苑（辰馬本家酒造旧本社事務所）   建石町 辰馬本家酒造(株) 近代 近代和風建築2014 

259 有形文化財 建造物 辰馬本家酒蔵   浜町 辰馬本家酒造(株） 近代 近代和風建築2014 

260 有形文化財 建造物 旧松竹梅酒造酒蔵    浜町 － 近代 近代和風建築2014 

261 有形文化財 建造物 山崎家住宅    弓場町 個人 近代 近代和風建築2014 

262 有形文化財 建造物 北家住宅    松下町 個人 近代 近代和風建築2014 

263 有形文化財 建造物 辻家住宅    川添町 個人 近代 近代和風建築2014 

264 有形文化財 建造物 天理教豊香分教会    川添町 － 近代 近代和風建築2014 

265 有形文化財 建造物 西村家住宅 他    川添町 個人 近代 近代和風建築2014 

266 有形文化財 建造物 木下家住宅    川東町 個人 近代 近代和風建築2014 

267 有形文化財 建造物 早川家住宅    川東町 個人 近代 近代和風建築2014 

268 有形文化財 建造物 加藤家住宅    泉町 個人 近代 近代和風建築2014 

269 有形文化財 建造物 棚田家住宅    前浜町 個人 近代 近代和風建築2014 

270 有形文化財 建造物 森本家住宅    中葭原町 個人 近代 近代和風建築2014 

271 有形文化財 建造物 夙川橋〔しゅくがわ橋〕   御茶家所町 － 近代 西宮の橋梁 

272 有形文化財 建造物 夙川橋〔しゅくがわはし〕   松下町 － 近代 西宮の橋梁 

273 有形文化財 建造物 新橋    戸田町 － 近代 西宮の橋梁 

274 有形文化財 建造物 葭原橋〔あしはらはし〕   上葭原町 － 近代 西宮の橋梁 

275 有形文化財 建造物 翠橋〔みどりはし〕   川西町 － 近代 西宮の橋梁 

276 有形文化財 建造物 川添橋〔かわそひはし〕   川西町 － 近代 西宮の橋梁 

277 有形文化財 建造物 戸田橋〔とだはし〕   今在家町 － 近代 西宮の橋梁 

278 有形文化財 建造物 新翠橋〔しんみどりはし〕   川西町 － 近代 西宮の橋梁 

279 有形文化財 建造物 寿橋〔ことぶきはし〕   戸田町 － 近代 西宮の橋梁 

280 有形文化財 建造物 角之橋〔つののはし〕   本町 － 近代 西宮の橋梁 

281 有形文化財 建造物 東川橋〔ひがしがわばし〕   与古道町 － 近代 西宮の橋梁 

282 有形文化財 建造物 本町橋〔ほんまちはし〕   与古道町 － 近代 西宮の橋梁 

283 有形文化財 建造物 夙川橋〔しゅくがわはし〕   川西町 － 近代 西宮の橋梁 

284 有形文化財 建造物 六湛寺橋〔ろくたんじばし〕   本町 － 近代 西宮の橋梁 

285 有形文化財 建造物 東川橋〔ひがしかわばし〕   用海町 － 近代 西宮の橋梁 

286 有形文化財 建造物 浜夙川橋〔はましゅくがわはし〕   下葭原町 － 近代 西宮の橋梁 

287 有形文化財 建造物 浜松原橋〔はままつばらはし〕   用海町 － 近代 西宮の橋梁 

288 有形文化財 建造物 二ツ橋〔ふたつはし〕   用海町 － 近代 西宮の橋梁 

289 有形文化財 建造物 染殿橋〔そめどのばし〕   用海町 － 近代 西宮の橋梁 

290 有形文化財 建造物 天神橋〔てんじんばし〕   与古道町 － 近代 西宮の橋梁 

291 有形文化財 建造物 松原橋〔まつばらはし〕   用海町 － 近代 西宮の橋梁 

292 有形文化財 建造物 西宮神社 本殿   社家町 西宮神社 近代   

293 有形文化財 建造物 西宮神社 拝殿   社家町 西宮神社 近代   

294 有形文化財 絵画 上総九十九里地引網大漁猟正写之図   川添町 西宮市 近世 第12回特展図録1997 

295 有形文化財 絵画 樽船出帆図   川添町 個人 近世 第12回特展図録1997 
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296 有形文化財 絵画 新酒番船入津繁栄図   川添町 西宮市 近世 第12回特展図録1997 

297 有形文化財 絵画 新酒番船祝芝居絵   川添町 西宮市 近世 第12回特展図録1997 

298 有形文化財 絵画 西国名所之内 西の宮   川添町 西宮市 近世 第32回特展図録2016 

299 有形文化財 彫刻 毘沙門天像   社家町 円満寺 中世 第24回特展図録2008 

300 有形文化財 彫刻 青面金剛明王像   産所町 順心寺 中世 第24回特展図録2008 

301 有形文化財 書跡・典籍 大般若波羅蜜多経（巻第二百一十七）奥書   社家町 個人 中世 西宮市史1 

302 有形文化財 書跡・典籍 摂津名所図会   川添町 西宮市立郷土資料館 近世   

303 有形文化財 古文書 足利義詮軍忠催促状（吉井良尚所蔵文書）   社家町 個人 中世 西宮市史1 

304 有形文化財 古文書 海清寺文書   六湛寺町 海清寺 中世 西宮市史1 

305 有形文化財 古文書 西蓮寺文書   馬場町 西蓮寺 近世 特展資料目録1986 

306 有形文化財 古文書 旧西宮町の宗門人別改帳   川添町 西宮市 近世 特展資料目録1986 

307 有形文化財 古文書 守屋新兵衛文書(樽廻船関係文書)   川添町 西宮市 近世 第12回特展図録1997 

308 有形文化財 古文書 真多家文書   川添町 個人 近世 第32回特展図録2016 

309 有形文化財 古文書 西宮・今津砲台築造関係資料   川添町 西宮市 近世 研究報告1～3集 

310 有形文化財 古文書 鳴尾村関係文書   川添町 西宮市 近世 研究報告第7集 

311 有形文化財 古文書 万倍取帳（公事米・公事銭取帳）   社家町 個人 近世 西宮市史4 

312 有形文化財 古文書 上瓦林村庄屋文書(吉村繁松文書)   川添町 個人 近世 西宮市史4～5 

313 有形文化財 古文書 摂州所々慶長七年御蔵米御勘定状   社家町 個人 近世 西宮市史4 

314 有形文化財 古文書 樋口新田年寄文書(株元治作文書)   川添町 個人 近世 西宮市史4～6 

315 有形文化財 古文書 吉井良尚文書   社家町 個人 近世 西宮市史4・6 

316 有形文化財 古文書 西宮市所蔵文書   川添町 西宮市 近世 西宮市史4 

317 有形文化財 古文書 上大市部落有文書   川添町 上大市農業会館 近世 西宮市史4～6 

318 有形文化財 古文書 六軒新田関係文書（広瀬治兵衛文書）   川添町 個人 近世 西宮市史4～5 

319 有形文化財 古文書 御代村庄屋文書（瓦林貞雄文書）   川添町 個人 近世 西宮市史4～5 

320 有形文化財 古文書 津門村関係文書(中田平十郎文書)   川添町 個人 近世 西宮市史4 

321 有形文化財 古文書 津門部落有文書   川添町 津門農会 近世 西宮市史4～6 

322 有形文化財 古文書 西宮浜方庄屋・鳴尾村砂浜新田砂浜神社神
主資料(辰馬夘一郎文書)   川添町 個人 近世 西宮市史4・6 

323 有形文化財 古文書 越木岩新田関係文書（礒野与治右衛門文
書）   川添町 個人 近世 西宮市史4～5 

324 有形文化財 古文書 鳴尾村関連文書（辰馬半右衛門文書）   川添町 個人 近世 西宮市史4～5 

325 有形文化財 古文書 小曽根村庄屋文書（川合茂兵衛文書）   川添町 個人 近世 西宮市史4～5 

326 有形文化財 古文書 生瀬村庄屋文書（松岡孝彰文書）   川添町 個人 近世 西宮市史5 

327 有形文化財 古文書 小松村文書（樋口市右衛門文書）   川添町 個人 近世 西宮市史5 

328 有形文化財 古文書 藩札関係資料（亥野彊文書）   川添町 西宮市 近世 西宮市史6 

329 有形文化財 古文書 上ヶ原新田関係文書(田原勇文書)   川添町 個人 近世 特展資料目録1986 

330 有形文化財 古文書 西宮勤番所関係資料   川添町 西宮市 近世 第32回特展図録2016 

331 有形文化財 古文書 西宮町庄屋文書（田冨哲蔵文書）   川添町 個人 近世 西宮市史6 

332 有形文化財 古文書 社寺御改吟味帳（写）   用海町 信行寺 近代 第24回特展図録2008 

333 有形文化財 古文書 荒木部落有文書   川添町 荒木村農会 近代 西宮市史6 

334 有形文化財 古文書 高木部落有文書   川添町 － 近代 西宮市史6 

335 有形文化財 古文書 荒木新田関係文書(吉村武一文書)   川添町 個人 近代 西宮市史6 

336 有形文化財 古文書 辰馬本家酒造経営文書   鞍掛町 辰馬本家酒造(株） 近代 西宮市史6 

337 有形文化財 古文書 徳川家康禁制   六湛寺町 （西宮市保管） その他 特展資料目録1986 

338 有形文化財 歴史資料 酒造用具図彙   川添町 西宮市 近世 特展資料目録1986 

339 有形文化財 歴史資料 江戸時代・明治時代の初等教育用資料   川添町 西宮市 近世 特展資料目録1987 
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340 有形文化財 歴史資料 江戸時代の旅行案内書   川添町 西宮市 近世 第3回特展図録1988 

341 有形文化財 歴史資料 新選銘酒寿語録   川添町 西宮市 近世 第12回特展図録1997 

342 有形文化財 歴史資料 和船航海関係資料   川添町 西宮市 近世 第12回特展図録1997 

343 有形文化財 歴史資料 新酒番船惣一番杯   川添町 個人 近世 第12回特展図録1997 

344 有形文化財 歴史資料 船頭祝半纏   川添町 個人 近世 第12回特展図録1997 

345 有形文化財 歴史資料 西宮町浜図   川添町 西宮市 近世 第15回特展図録2000 

346 有形文化財 歴史資料 尼崎城御門通札及び関連資料   川添町 個人 近世 研究報告第8集 

347 有形文化財 歴史資料 西宮町浜方の瓦   社家町 個人 近世 第32回特展図録2016 

348 有形文化財 歴史資料 鳴尾村絵図   川添町 西宮市 近世 第32回特展図録2016 

349 有形文化財 歴史資料 今津村絵図   川添町 西宮市 近世 第32回特展図録2016 

350 有形文化財 歴史資料 摂津国武庫郡西宮御社略図   川添町 西宮市 近世 第32回特展図録2016 

351 有形文化財 歴史資料 句碑（芭蕉・鬼貫）   社家町 西宮神社 近世 歴史案内Map2016 

352 有形文化財 歴史資料 国定教科書   川添町 西宮市 近代 特展資料目録1987 

353 有形文化財 歴史資料 阪神電車・阪急電車沿線開発関係資料   川添町 西宮市 近代 第7回特展図録1992 

354 有形文化財 歴史資料 甲子園ホテル関係資料   川添町 西宮市 近代 第31回特展図録2015 

355 有形文化財 歴史資料 西宮観光絵葉書   川添町 西宮市 近代 第18回特展図録2003 

356 有形文化財 歴史資料 西宮市鳥瞰図   川添町 西宮市 近代 第31回特展図録2015 

357 有形文化財 歴史資料 雑誌『郊外生活』   川添町 西宮市 近代 第7回特展図録1992 

358 有形文化財 歴史資料 句碑（松瀬青々）   御茶家所町 大手前大学 近代 歴史案内Map2016 

359 有形文化財 歴史資料 歌碑（谷崎潤一郎）   御茶家所町 大手前大学 近代 歴史案内Map2016 

360 有形文化財 歴史資料 道標（廣田社）   六湛寺町 － 近代 歴史案内Map2016 

361 有形文化財 歴史資料 道標（廣田社）   与古道町 － 近代 歴史案内Map2016 

362 有形文化財 歴史資料 道標（甲山・越木岩）   六湛寺町 西宮市役所 その他 歴史案内Map2016 

363 民俗文化財 有形民俗 神使図絵馬   松原町 松原神社 近世 絵馬調査1993 

364 民俗文化財 有形民俗 神馬図絵馬   松原町 松原神社 近世 絵馬調査1993 

365 民俗文化財 有形民俗 合戦図絵馬   郷免町 須佐之男神社 近世 絵馬調査1993 

366 民俗文化財 有形民俗 神馬図絵馬   社家町 西宮神社 近世 絵馬調査1993 

367 民俗文化財 有形民俗 人物図絵馬   社家町 西宮神社 近世 絵馬調査1993 

368 民俗文化財 有形民俗 的額   社家町 西宮神社 近世 絵馬調査1993 

369 民俗文化財 有形民俗 武者図絵馬   社家町 西宮神社 近世 絵馬調査1993 

370 民俗文化財 有形民俗 物語図絵馬   社家町 西宮神社 近世 絵馬調査1993 

371 民俗文化財 有形民俗 故事図絵馬   社家町 西宮神社 近世 絵馬調査1993 

372 民俗文化財 有形民俗 宝船図絵馬   社家町 西宮神社 近世 絵馬調査1993 

373 民俗文化財 有形民俗 宝船図絵馬   西波止町 住吉神社 近代 絵馬調査1993 

374 民俗文化財 有形民俗 歌仙図絵馬   松原町 松原神社 近代 絵馬調査1993 

375 民俗文化財 有形民俗 歌仙図絵馬   松原町 松原神社 近代 絵馬調査1993 

376 民俗文化財 有形民俗 境内図絵馬   松原町 松原神社 近代 絵馬調査1993 

377 民俗文化財 有形民俗 神使図絵馬   松原町 松原神社 近代 絵馬調査1993 

378 民俗文化財 有形民俗 相撲番付額   松原町 松原神社 近代 絵馬調査1993 

379 民俗文化財 有形民俗 俳額   松原町 松原神社 近代 絵馬調査1993 

380 民俗文化財 有形民俗 俳額   松原町 松原神社 近代 絵馬調査1993 

381 民俗文化財 有形民俗 合戦図絵馬   郷免町 須佐之男神社 近代 絵馬調査1993 

382 民俗文化財 有形民俗 戦争図絵馬   郷免町 須佐之男神社 近代 絵馬調査1993 

383 民俗文化財 有形民俗 記念額   社家町 西宮神社 近代 絵馬調査1993 

384 民俗文化財 有形民俗 祭礼図絵馬   社家町 西宮神社 近代 絵馬調査1993 
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385 民俗文化財 有形民俗 神像図絵馬   社家町 西宮神社 近代 絵馬調査1993 

386 民俗文化財 有形民俗 生業図絵馬   社家町 西宮神社 近代 絵馬調査1993 

387 民俗文化財 有形民俗 番組額   社家町 西宮神社 近代 絵馬調査1993 

388 民俗文化財 有形民俗 番組額   社家町 西宮神社 近代 絵馬調査1993 

389 民俗文化財 有形民俗 番組額   社家町 西宮神社 近代 絵馬調査1993 

390 民俗文化財 有形民俗 番組額   社家町 西宮神社 近代 絵馬調査1993 

391 民俗文化財 有形民俗 番組額   社家町 西宮神社 近代 絵馬調査1993 

392 民俗文化財 有形民俗 文字額   社家町 西宮神社 近代 絵馬調査1993 

393 民俗文化財 有形民俗 神像図絵馬   西波止町 住吉神社 その他 絵馬調査1993 

394 民俗文化財 有形民俗 神使図絵馬   松原町 松原神社 その他 絵馬調査1993 

395 民俗文化財 有形民俗 俳額   松原町 松原神社 その他 絵馬調査1993 

396 民俗文化財 有形民俗 合戦図絵馬   郷免町 須佐之男神社 その他 絵馬調査1993 

397 民俗文化財 有形民俗 名所図絵馬   郷免町 須佐之男神社 その他 絵馬調査1993 

398 民俗文化財 有形民俗 拝み図絵馬   郷免町 須佐之男神社 その他 絵馬調査1993 

399 民俗文化財 有形民俗 シンボル図   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

400 民俗文化財 有形民俗 漢詩額   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

401 民俗文化財 有形民俗 講札   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

402 民俗文化財 有形民俗 講札   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

403 民俗文化財 有形民俗 講札   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

404 民俗文化財 有形民俗 講札   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

405 民俗文化財 有形民俗 講札   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

406 民俗文化財 有形民俗 講札   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

407 民俗文化財 有形民俗 講札   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

408 民俗文化財 有形民俗 講札   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

409 民俗文化財 有形民俗 講札   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

410 民俗文化財 有形民俗 算額   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

411 民俗文化財 有形民俗 写真額   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

412 民俗文化財 有形民俗 写真額   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

413 民俗文化財 有形民俗 舟図額   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

414 民俗文化財 有形民俗 祭礼図絵馬   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

415 民俗文化財 有形民俗 生業図絵馬   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

416 民俗文化財 有形民俗 草花図絵馬   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

417 民俗文化財 有形民俗 的額   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

418 民俗文化財 有形民俗 的額   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

419 民俗文化財 有形民俗 番組額   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

420 民俗文化財 有形民俗 番組額   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

421 民俗文化財 有形民俗 絵馬   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

422 民俗文化財 有形民俗 絵馬   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

423 民俗文化財 有形民俗 絵馬   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

424 民俗文化財 有形民俗 絵馬   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

425 民俗文化財 有形民俗 絵馬   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

426 民俗文化財 有形民俗 武者図絵馬   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

427 民俗文化財 有形民俗 物語図絵馬   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

428 民俗文化財 有形民俗 文字額   社家町 西宮神社 その他 絵馬調査1993 

429 民俗文化財 無形民俗 十日戎   社家町 西宮神社 中世 新歴史散歩2003 
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430 民俗文化財 無形民俗 居籠   社家町他 － 中世 西宮市史2 

431 民俗文化財 無形民俗 住吉神社祭礼行事   西波止町 住吉神社 近代 西宮の祭礼2011 

432 民俗文化財 無形民俗 西宮神社の夏祭礼（湯立神楽）   社家町 西宮神社 近代 県祭り・行事2020 

433 民俗文化財 無形民俗 西宮神社の秋祭礼（西宮まつり）   社家町 西宮神社 近代 県祭り・行事2020 

434 民俗文化財 無形民俗 市庭町の地蔵盆   市庭町 － 近代 県祭り・行事2020 

435 民俗文化財 無形民俗 用海町の地蔵盆   用海町 － 近代 県祭り・行事2020 

436 民俗文化財 無形民俗 御茶家所町の地蔵盆   御茶屋所町 － 近代 県祭り・行事2020 

437 民俗文化財 無形民俗 百太夫神社祭   社家町 西宮神社 近代 県祭り・行事2020 

438 民俗文化財 無形民俗 市庭町の市庭地蔵講   市庭町 － その他 第27回特展図録2011 

439 民俗文化財 無形民俗 夷講   社家町 西宮神社 その他 西宮町誌1975 

440 民俗文化財 無形民俗 荒戎神社例祭   社家町 沖恵美酒神社 その他 西宮町誌1975 

441 民俗文化財 無形民俗 門松   西宮地域 － その他 兵庫探検民俗編1996 

442 民俗文化財 無形民俗 西宮の人形操り     － その他 兵庫探検民俗編1996 

443 記念物 遺跡 染殿池由来の石碑   松原町 松原公園 近世 歴史案内Map2016 

444 記念物 遺跡 調整石   松原町 － 近世 歴史案内Map2016 

445 記念物 遺跡 調整石   松原町 － 近世 歴史案内Map2016 

446 記念物 遺跡 調整石   浜脇町 － 近世 歴史案内Map2016 

447 記念物 遺跡 調整石   川添町 － 近世 歴史案内Map2016 

448 記念物 遺跡 調整石   六湛寺町 － 近世 歴史案内Map2016 

449 記念物 遺跡 老松の碑   松原町 松原神社 近代 歴史案内Map2016 

450 記念物 遺跡 武庫郡役所跡碑   松原町 － 近代 歴史案内Map2016 

451 記念物 遺跡 石碑（西宮漁船繋留場）   西波止町 － 近代 歴史案内Map2016 

452 記念物 遺跡 植樹記念碑   郷免町 須佐之男神社 近代 歴史案内Map2016 

453 記念物 遺跡 旧香櫨園駅名板   松下町 － 近代 歴史案内Map2016 

454 記念物 遺跡 阿弥陀寺   郷免町 阿弥陀寺 その他 第24回特展図録2008 

455 記念物 遺跡 円福寺   与古道町 円福寺 その他 第24回特展図録2008 

456 記念物 遺跡 円満寺   社家町 円満寺 その他 第24回特展図録2008 

457 記念物 遺跡 海清寺   六湛寺町 海清寺 その他 第24回特展図録2008 

458 記念物 遺跡 西安寺   産所町 西安寺 その他 第24回特展図録2008 

459 記念物 遺跡 西蓮寺   馬場町 西蓮寺 その他 第24回特展図録2008 

460 記念物 遺跡 順心寺   産所町 順心寺 その他 第24回特展図録2008 

461 記念物 遺跡 正念寺   本町 正念寺 その他 第24回特展図録2008 

462 記念物 遺跡 信行寺   用海町 信行寺 その他 第24回特展図録2008 

463 記念物 遺跡 茂松寺   六湛寺町 茂松寺 その他 第24回特展図録2008 

464 記念物 遺跡 須佐之男神社   郷免町 須佐之男神社 その他   

465 記念物 遺跡 西宮神社   社家町 西宮神社 その他   

466 記念物 遺跡 住吉神社   西波止町 住吉神社 その他   

467 記念物 遺跡 六湛寺の碑   六湛寺町 西宮市役所 その他 歴史案内Map2016 

468 記念物 遺跡 宮水発祥の地碑   久保町 － その他 歴史案内Map2016 

469 記念物 遺跡 百太夫神社   社家町 西宮神社 その他 歴史案内Map2016 

470 記念物 遺跡 広田神社南宮社   社家町 西宮神社 その他 歴史案内Map2016 

471 記念物 遺跡 御輿屋伝承地   本町 － その他 歴史案内Map2016 

472 記念物 遺跡 當舎屋金兵衛港湾修築碑 日本遺産 西波止町 住吉神社 その他 歴史案内Map2016 

473 記念物 遺跡 浜戎神社   西波止町 住吉神社 その他 歴史案内Map2016 

474 記念物 遺跡 傀儡師故跡   産所町 － その他 歴史案内Map2016 
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517 有形文化財 建造物 久寿川橋〔くすがわはし〕   今津水波町 － 近代 西宮の橋梁 

518 有形文化財 建造物 錦橋〔にしきはし〕   今津水波町 － 近代 西宮の橋梁 

519 有形文化財 建造物 兵衛橋〔ひょうえはし〕   甲子園浜田町 － 近代 西宮の橋梁 

520 有形文化財 建造物 九郎橋〔くろうはし〕   甲子園浜田町 － 近代 西宮の橋梁 

521 有形文化財 建造物 浜田橋〔はまだはし〕   甲子園浜田町 － 近代 西宮の橋梁 

522 有形文化財 建造物 桜橋〔さくらばし〕   甲子園浦風町 － 近代 西宮の橋梁 

523 有形文化財 建造物 浦風橋〔うらかぜ橋〕   甲子園浦風町 － 近代 西宮の橋梁 

524 有形文化財 彫刻 不動明王像・源頼光像・幸寿丸像   津門西口町 昌林寺 古代 第24回特展図録2008 

525 有形文化財 歴史資料 尼崎藩領界碑   津門西口町 津門神社 近世 新歴史散歩2003 

526 有形文化財 歴史資料 道標    津門西口町 昌林寺 その他 歴史案内Map2016 

527 民俗文化財 無形民俗 福應神社夏祭り行事   今津大東町 福應神社 近代 西宮の祭礼2011 

528 民俗文化財 無形民俗 福應神社秋祭り行事   今津大東町 福應神社 近代 西宮の祭礼2011 

529 民俗文化財 無形民俗 津門神社の秋祭礼（秋祭り）   津門西口町 津門神社 近代 県祭り・行事2020 

530 民俗文化財 無形民俗 今津水波町の地蔵盆   今津水波町 － 近代 県祭り・行事2020 

531 民俗文化財 無形民俗 津門稲荷町の地蔵盆   津門稲荷町 － 近代 県祭り・行事2020 

532 民俗文化財 無形民俗 津門稲荷町の愛宕講   津門稲荷町 － 近代 県祭り・行事2020 

533 民俗文化財 無形民俗 津門稲荷町の伊勢講   津門稲荷町 － 近代 県祭り・行事2020 

534 民俗文化財 無形民俗 津門のとんど会   津門 － 近代 県祭り・行事2020 

535 民俗文化財 無形民俗 津門の官頭講   津門西口町 昌林寺 近代 県祭り・行事2020 

536 民俗文化財 無形民俗 雨乞い（旧津門村）   津門 － 近代 西宮市史2 

537 記念物 遺跡 大塚古墳石棺のふた   津門西口町 津門神社 古代 歴史案内Map2016 

538 記念物 遺跡 大観楼跡   今津港町 － 近世 歴史案内Map2016 

539 記念物 遺跡 甲子園大運動場の記念碑   甲子園高潮町 － 近代 歴史案内Map2016 

540 記念物 遺跡 海光寺   今津巽町 海光寺 その他 第24回特展図録2008 

541 記念物 遺跡 浄願寺   津門呉羽町 浄願寺 その他 第24回特展図録2008 

542 記念物 遺跡 昌林寺   津門西口町 昌林寺 その他 第24回特展図録2008 

543 記念物 遺跡 津門神社   津門西口町 津門神社 その他 歴史案内Map2016 

544 記念物 遺跡 上野神社   今津上野町 上野神社 その他   

545 記念物 遺跡 福應神社   今津大東町 福應神社 その他   

546 記念物 遺跡 日吉神社   津門大箇町 日吉神社 その他   

547 記念物 遺跡 四天王墓   津門西口町 昌林寺 その他 歴史案内Map2016 

548 記念物 遺跡 明星池跡   津門西口町 昌林寺 その他 歴史案内Map2016 

549 記念物 遺跡 今津砲台の記念碑   今津真砂町 － その他 歴史案内Map2016 

550 埋蔵文化財 埋蔵文化財 津門東芝遺跡     － 先史   

551 埋蔵文化財 埋蔵文化財 津門稲荷町遺跡     － 先史   

552 埋蔵文化財 埋蔵文化財 津門大塚町遺跡     － 先史   

553 埋蔵文化財 埋蔵文化財 大塚山古墳     － 古代   

554 埋蔵文化財 埋蔵文化財 津門稲荷山古墳     － 古代   

555 埋蔵文化財 埋蔵文化財 津門稲荷町9遺跡     － 古代   

556 埋蔵文化財 埋蔵文化財 津門大箇町遺跡     － 古代   

557 その他 口頭伝承 武庫のみなと   津門付近 － その他 ふるさと民話1990 

558 その他 口頭伝承 六石の渡し   甲子園六石町 － その他 新歴史散歩2003 

559 その他 口頭伝承 福応神社のかみなり   今津大東町 － その他 ふるさと民話1990 

560 その他 口頭伝承 今津の桜扇（桜翁大明神）   今津地域 － その他 ふるさと民話1990 

561 その他 口頭伝承 染殿の池（アヤハトリ・クレハトリ）   津門綾羽町・津門呉羽町 － その他 ふるさと民話1990 
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605 有形文化財 建造物 矢野家住宅    小松南町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

606 有形文化財 建造物 鈴木家住宅    小松南町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

607 有形文化財 建造物 萩田家住宅    小松南町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

608 有形文化財 建造物 坂上家住宅    小松南町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

609 有形文化財 建造物 山田家住宅    小松南町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

610 有形文化財 建造物 上井家住宅 他    小松南町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

611 有形文化財 建造物 大坪家住宅 他    小松南町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

612 有形文化財 建造物 堀江家住宅 他    小松南町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

613 有形文化財 建造物 中橋家住宅 他    小松南町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

614 有形文化財 建造物 だるま食堂    小松南町1丁目 － 近代 近代和風建築2014 

615 有形文化財 建造物 ヘアサロン サゴ    小松南町1丁目 － 近代 近代和風建築2014 

616 有形文化財 建造物 藤井家住宅    小曽根町3丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

617 有形文化財 建造物 藤井家住宅    小曽根町4丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

618 有形文化財 建造物 川合家住宅    小曽根町4丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

619 有形文化財 建造物 小部家住宅    上田中町 個人 近代 近代和風建築2014 

620 有形文化財 建造物 久石家住宅    上田中町 個人 近代 近代和風建築2014 

621 有形文化財 建造物 池田家住宅    上田中町 個人 近代 近代和風建築2014 

622 有形文化財 建造物 松本家住宅 他    上田中町 個人 近代 近代和風建築2014 

623 有形文化財 建造物 井上家住宅    上田中町 個人 近代 近代和風建築2014 

624 有形文化財 建造物 下門家住宅 他    上田中町 個人 近代 近代和風建築2014 

625 有形文化財 建造物 木村家住宅    上田中町 個人 近代 近代和風建築2014 

626 有形文化財 建造物 古結家住宅    上田中町 個人 近代 近代和風建築2014 

627 有形文化財 建造物 嘉本家住宅 他    上田中町 個人 近代 近代和風建築2014 

628 有形文化財 建造物 医学健康サロン甲子園教室 他    上田中町 － 近代 近代和風建築2014 

629 有形文化財 建造物 八木木工店 他    上田中町 － 近代 近代和風建築2014 

630 有形文化財 建造物 矢野家住宅 他    上田中町 個人 近代 近代和風建築2014 

631 有形文化財 建造物 坂口家住宅 他    上田中町 個人 近代 近代和風建築2014 

632 有形文化財 建造物 中畑家住宅蔵・塀    上田中町 個人 近代 近代和風建築2014 

633 有形文化財 建造物 ポケット 他    上田中町 － 近代 近代和風建築2014 

634 有形文化財 建造物 増田家住宅    上田中町 個人 近代 近代和風建築2014 

635 有形文化財 建造物 安積家住宅    南甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

636 有形文化財 建造物 衣川家住宅    南甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

637 有形文化財 建造物 中山家住宅    南甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

638 有形文化財 建造物 百川及び平尾家住宅    南甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

639 有形文化財 建造物 河原家住宅    南甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

640 有形文化財 建造物 河原家住宅    南甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

641 有形文化財 建造物 廣谷家住宅    南甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

642 有形文化財 建造物 大幡家住宅    南甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

643 有形文化財 建造物 伊津家住宅    南甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

644 有形文化財 建造物 松本家住宅    南甲子園3丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

645 有形文化財 建造物 柳川家住宅    南甲子園3丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

646 有形文化財 建造物 土屋家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

647 有形文化財 建造物 小寺家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

648 有形文化財 建造物 那須家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

649 有形文化財 建造物 柴山家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 
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650 有形文化財 建造物 福島家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

651 有形文化財 建造物 須原家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

652 有形文化財 建造物 吉川家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

653 有形文化財 建造物 泉家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

654 有形文化財 建造物 石井家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

655 有形文化財 建造物 江藤家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

656 有形文化財 建造物 廣野家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

657 有形文化財 建造物 山口家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

658 有形文化財 建造物 古宮家住宅   浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

659 有形文化財 建造物 上田家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

660 有形文化財 建造物 前田家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

661 有形文化財 建造物 水野家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

662 有形文化財 建造物 石戸家住宅    浜甲子園1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

663 有形文化財 建造物 徳綱家住宅    浜甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

664 有形文化財 建造物 中西家住宅    浜甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

665 有形文化財 建造物 野地家住宅    浜甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

666 有形文化財 建造物 神原家住宅 他    浜甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

667 有形文化財 建造物 新谷家住宅    浜甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

668 有形文化財 建造物 堀端家住宅    浜甲子園2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

669 有形文化財 建造物 大津家住宅    浜甲子園3丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

670 有形文化財 建造物 堀家住宅    浜甲子園3丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

671 有形文化財 建造物 川口家住宅    浜甲子園3丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

672 有形文化財 建造物 富田家住宅    浜甲子園3丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

673 有形文化財 建造物 森山家住宅    浜甲子園3丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

674 有形文化財 建造物 津村家住宅    浜甲子園3丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

675 有形文化財 建造物 大野家住宅    浜甲子園3丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

676 有形文化財 建造物 十三重石塔   甲子園七番町 甲子園警察署 近代 歴史案内Map2016 

677 有形文化財 建造物 狛犬静止像   小松南町2丁目 岡太神社 近代 歴史案内Map2016 

678 有形文化財 建造物 中川橋〔なかがわはし〕   笠屋町 － 近代 西宮の橋梁 

679 有形文化財 建造物 境橋〔さかひはし〕   東鳴尾町2丁目 － 近代 西宮の橋梁 

680 有形文化財 建造物 三軒屋橋〔さんげんやはし〕   笠屋町 － 近代 西宮の橋梁 

681 有形文化財 建造物 本田橋〔ほんでんはし〕   笠屋町 － 近代 西宮の橋梁 

682 有形文化財 建造物 三笠橋〔みかさはし〕   笠屋町 － 近代 西宮の橋梁 

683 有形文化財 建造物 進寶橋〔しんほうはし〕   笠屋町 － 近代 西宮の橋梁 

684 有形文化財 建造物 神日橋〔しんにちはし〕   笠屋町 － 近代 西宮の橋梁 

685 有形文化財 建造物 笠屋橋〔かさやはし〕   笠屋町 － 近代 西宮の橋梁 

686 有形文化財 建造物 遊覧橋〔ゆうらんはし〕   池開町 － 近代 西宮の橋梁 

687 有形文化財 建造物 月見橋〔つきみはし〕   池開町 － 近代 西宮の橋梁 

688 有形文化財 建造物 渡瀬橋    池開町 － 近代 西宮の橋梁 

689 有形文化財 建造物 一の橋    甲子園八番町 － 近代 西宮の橋梁 

690 有形文化財 建造物 武庫川橋〔むこがわはし〕   武庫川町 － 近代 西宮の橋梁 

691 有形文化財 建造物 三の橋〔さんのはし〕   枝川町 － 近代 西宮の橋梁 

692 有形文化財 建造物 二の橋〔にのはし〕   甲子園九番町 － 近代 西宮の橋梁 

693 有形文化財 建造物 上田橋〔うえだばし〕   笠屋町 － 近代 西宮の橋梁 

694 有形文化財 建造物 四の橋〔よんのはし〕   枝川町 － 近代 西宮の橋梁 
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695 有形文化財 古文書 徳川家康禁制写   鳴尾町 西宮市鳴尾支所 近世 西宮市史4 

696 有形文化財 古文書 鳴尾酒造文書（辰馬宇一文書）   鳴尾町 個人 近世 西宮市史5～6 

697 有形文化財 歴史資料 酒銘看板   鳴尾町 個人 近世 特展資料目録1986 

698 有形文化財 歴史資料 善教寺開山念秀の遺髪   鳴尾町4丁目 善教寺 近世 第24回特展図録2008 

699 有形文化財 歴史資料 棟札   上鳴尾町 鳴尾八幡神社 近世 第24回特展図録2008 

700 有形文化財 歴史資料 浄願寺義民碑銘掛軸   甲子園六番町 浄願寺 近世 西宮市史4 

701 有形文化財 歴史資料 善教寺過去帳   鳴尾町4丁目 善教寺 近世 西宮市史4 

702 有形文化財 歴史資料 尼崎藩領界碑   小松南町2丁目 岡太神社 近世 新歴史散歩2003 

703 有形文化財 歴史資料 徳本上人名号碑   武庫川町 小松住職墓地 近世 歴史案内Map2016 

704 有形文化財 歴史資料 徳本上人名号碑   武庫川町 小松墓地 近世 歴史案内Map2016 

705 有形文化財 歴史資料 十四代目小野川調五郎墓   上鳴尾町 － 近代 新歴史散歩2003 

706 有形文化財 歴史資料 俳句塚   上鳴尾町 鳴尾八幡神社 近代 歴史案内Map2016 

707 有形文化財 歴史資料 十四代目小野川調五郎墓   上鳴尾町 上鳴尾墓地 その他 歴史案内Map2016 

708 有形文化財 歴史資料 佐々氏供養塔   上鳴尾町 上鳴尾墓地 その他 歴史案内Map2016 

709 有形文化財 歴史資料 枝川橋の石柱   甲子園二番町 － その他 歴史案内Map2016 

710 民俗文化財 有形民俗 物語図絵馬   上田中町 皇大神宮社 近世 絵馬調査1993 

711 民俗文化財 有形民俗 物語図絵馬   上田中町 皇大神宮社 近世 絵馬調査1993 

712 民俗文化財 有形民俗 物語図絵馬   上田中町 皇大神宮社 近代 絵馬調査1993 

713 民俗文化財 有形民俗 供物図絵馬   小曽根5丁目 白山姫神社 近代 絵馬調査1993 

714 民俗文化財 有形民俗 戦闘図絵馬   小曽根5丁目 白山姫神社 近代 絵馬調査1993 

715 民俗文化財 有形民俗 神話図絵馬   小曽根5丁目 白山姫神社 近代 絵馬調査1993 

716 民俗文化財 有形民俗 拝み図絵馬   小曽根5丁目 白山姫神社 近代 絵馬調査1993 

717 民俗文化財 有形民俗 名所図絵馬   小曽根5丁目 白山姫神社 近代 絵馬調査1993 

718 民俗文化財 有形民俗 武者図絵馬   小曽根5丁目 白山姫神社 近代 絵馬調査1993 

719 民俗文化財 有形民俗 武者図絵馬   小曽根5丁目 白山姫神社 近代 絵馬調査1993 

720 民俗文化財 有形民俗 武者図絵馬   小曽根5丁目 白山姫神社 近代 絵馬調査1993 

721 民俗文化財 有形民俗 弁才船図絵馬   小曽根5丁目 白山姫神社 近代 絵馬調査1993 

722 民俗文化財 有形民俗 物語図絵馬   上田中町 皇大神宮社 その他 絵馬調査1993 

723 民俗文化財 有形民俗 歌仙図絵馬   小曽根5丁目 白山姫神社 その他 絵馬調査1993 

724 民俗文化財 有形民俗 名所図絵馬   小曽根5丁目 白山姫神社 その他 絵馬調査1993 

725 民俗文化財 無形民俗 鳴尾の綿摘み唄   鳴尾地域 － 近代 市内無形2020 

726 民俗文化財 無形民俗 白山姫神社の秋祭礼（秋祭り）   小曽根町4丁目 白山姫神社 近代 県祭り・行事2020 

727 民俗文化財 無形民俗 甲子園町の地蔵盆   甲子園町 － 近代 県祭り・行事2020 

728 民俗文化財 無形民俗 小曾根町の地蔵盆   甲子園町 － 近代 県祭り・行事2020 

729 民俗文化財 無形民俗 小松東町の地蔵盆   小松東町 － 近代 県祭り・行事2020 

730 民俗文化財 無形民俗 鳴尾の義民祭   甲子園六番町 浄願寺 近代 県祭り・行事2020 

731 民俗文化財 無形民俗 小松のヨウネンコウ   小松町 － その他 年中行事1978 

732 民俗文化財 無形民俗 甲子園素戔嗚神社の戎祭   甲子園町 甲子園素戔嗚神社 その他 中津の漁業2006 

733 民俗文化財 無形民俗 鳴尾地域の盆踊り音頭   鳴尾地域 － その他 市内無形2020 

734 民俗文化財 無形民俗 鳴尾地域の労働歌   鳴尾地域 － その他 市内無形2020 

735 民俗文化財 無形民俗 （鳴尾）伊勢（参り）音頭   鳴尾地域 － その他 市内無形2020 

736 民俗文化財 無形民俗 おじゃみ唄   鳴尾地域 － その他 市内無形2020 

737 民俗文化財 無形民俗 住よしの唄   鳴尾地域 － その他 市内無形2020 

738 民俗文化財 無形民俗 伊勢道中唄   鳴尾地域 － その他 市内無形2020 

739 民俗文化財 無形民俗 サナブリ（旧鳴尾町）   鳴尾地域 － その他 兵庫探検民俗編1996 
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740 記念物 遺跡 義民碑   甲子園六番町 浄願寺 近世 歴史案内Map2016 

741 記念物 遺跡 砂浜神社碑(文房四神碑)   上鳴尾町 鳴尾八幡神社 近世 歴史案内Map2016 

742 記念物 遺跡 岡太社の石標   小松南町2丁目 岡太神社 近世 歴史案内Map2016 

743 記念物 遺跡 平重盛之城跡碑   小松南町2丁目 岡太神社 近代 歴史案内Map2016 

744 記念物 遺跡 鳴尾の一本松   里中町２丁目 一本松公園 近代 歴史案内Map2016 

745 記念物 遺跡 義民碑   甲子園三番町 北郷公園 近代 歴史案内Map2016 

746 記念物 遺跡 八ツ松公園の顕彰碑   甲子園六番町 八ツ松公園 近代 歴史案内Map2016 

747 記念物 遺跡 旧中津小学校門柱   南甲子園3丁目 中津浜墓地 近代 歴史案内Map2016 

748 記念物 遺跡 鳴尾球場跡地の碑   枝川町 鳴尾浜公園 近代 歴史案内Map2016 

749 記念物 遺跡 上鳴尾墓地   上鳴尾町 上鳴尾墓地 その他 歴史案内Map2016 

750 記念物 遺跡 上田墓地   上田東町 上田墓地 その他 歴史案内Map2016 

751 記念物 遺跡 中津墓地   南甲子園3丁目 中津墓地 その他 歴史案内Map2016 

752 記念物 遺跡 小松墓地   武庫川町 小松墓地 その他 歴史案内Map2016 

753 記念物 遺跡 小松住職墓地   武庫川町 小松住職墓地 その他 歴史案内Map2016 

754 記念物 遺跡 歯神さん   小松南町2丁目 岡太神社 その他 歴史案内Map2016 

755 記念物 遺跡 長蘆寺跡   上鳴尾町 観音寺 その他 歴史案内Map2016 

756 記念物 遺跡 四軒茶屋跡   甲子園五番町 四軒茶屋公園 その他 歴史案内Map2016 

757 記念物 遺跡 北郷用水伏樋跡   鳴尾地域 － その他 歴史案内Map2016 

758 記念物 遺跡 白髭神社   南甲子園2丁目 白髭神社 その他 歴史案内Map2016 

759 記念物 遺跡 武庫川線廃線跡   小松南町 － その他 歴史案内Map2016 

760 記念物 遺跡 観音寺   上鳴尾町 観音寺 その他 第24回特展図録2008 

761 記念物 遺跡 西光寺   鳴尾町1丁目 西光寺 その他 第24回特展図録2008 

762 記念物 遺跡 西方寺   鳴尾町3丁目 西方寺 その他 第24回特展図録2008 

763 記念物 遺跡 浄願寺   甲子園六番町 浄願寺 その他 第24回特展図録2008 

764 記念物 遺跡 常源寺   甲子園七番町 常源寺 その他 第24回特展図録2008 

765 記念物 遺跡 乗誓寺   鳴尾町1丁目 乗誓寺 その他 第24回特展図録2008 

766 記念物 遺跡 常福寺   上鳴尾町 常福寺 その他 第24回特展図録2008 

767 記念物 遺跡 善教寺   鳴尾町4丁目 善教寺 その他 第24回特展図録2008 

768 記念物 遺跡 等覚寺   小松町1丁目 等覚寺 その他 第24回特展図録2008 

769 記念物 遺跡 白山姫神社   小曽根町4丁目 白山姫神社 その他   

770 記念物 遺跡 岡太神社   小松南町2丁目 岡太神社 その他 歴史案内Map2016 

771 記念物 遺跡 八幡神社   上鳴尾町 鳴尾八幡神社 その他   

772 記念物 遺跡 東鳴尾皇太神社   東鳴尾町２丁目 皇太神社 その他   

773 記念物 遺跡 天照皇太神社   東鳴尾町２丁目 天照皇太神社 その他   

774 記念物 遺跡 素戔嗚神社   甲子園町2丁目 素戔嗚神社 その他   

775 記念物 遺跡 皇大神宮社   上田中町 皇大神宮社 その他   

776 埋蔵文化財 埋蔵文化財 上鳴尾遺跡     － 中世   

777 その他 口頭伝承 むすめの身代わり（一時上臈）   小松南町2丁目 岡太神社 近世 ふるさと民話1990 

778 その他 口頭伝承 四軒茶屋   甲子園五番町 － その他 新歴史散歩2003 

779 その他 口頭伝承 鳴尾のかみなり   鳴尾地域 － その他 ふるさと民話1990 

780 その他 口頭伝承 犬のおつかい   鳴尾地域 － その他 ふるさと民話1990 

781 その他 口頭伝承 ひろった千両箱   鳴尾地域 － その他 ふるさと民話1990 

782 その他 口頭伝承 武庫川と猪名川   広域 － その他 ふるさと民話1990 

783 その他 口頭伝承 歯神さん   小松南町2丁目 岡太神社 その他 ふるさと民話1990 

784 その他 口頭伝承 鳴尾の一本松   鳴尾地域 － その他 ふるさと民話1990 





 

 - 38 - 

827 民俗文化財 有形民俗 戦争図絵馬   上甲子園4丁目 八幡神社 近代 絵馬調査1993 

828 民俗文化財 有形民俗 俳額   上甲子園4丁目 八幡神社 近代 絵馬調査1993 

829 民俗文化財 有形民俗 神仏図絵馬   上之町 厳島神社 近代 絵馬調査1993 

830 民俗文化財 有形民俗 神馬図絵馬   高木西町 八幡神社 その他 絵馬調査1993 

831 民俗文化財 有形民俗 戦争図絵馬   上甲子園4丁目 八幡神社 その他 絵馬調査1993 

832 民俗文化財 有形民俗 合戦図絵馬   上之町 厳島神社 その他 絵馬調査1993 

833 民俗文化財 無形民俗 上之町の地蔵盆   上之町 － 近代 県祭り・行事2020 

834 民俗文化財 無形民俗 瓦木の長栄講   瓦林地域 － 近代 県祭り・行事2020 

835 民俗文化財 無形民俗 日野神社の頭屋神事   日野町 － 近代 県祭り・行事2020 

836 民俗文化財 無形民俗 高木八幡神社秋の例祭   高木西町 － 近代 瓦木村誌1952 

837 民俗文化財 無形民俗 高木八幡神社夏の例祭   高木西町 － 近代 瓦木村誌1952 

838 民俗文化財 無形民俗 日野神社秋の例祭   日野町 － 近代 瓦木村誌1952 

839 民俗文化財 無形民俗 日野神社の湯立神楽   日野町 － 近代 県祭り・行事2020 

840 民俗文化財 無形民俗 日野神社の酒宴神事   日野町 － 近代 瓦木村誌1952 

841 民俗文化財 無形民俗 厳島神社秋の例祭   上之町 － 近代 瓦木村誌1952 

842 民俗文化財 無形民俗 厳島神社の湯立神楽   上之町 － 近代 県祭り・行事2020 

843 民俗文化財 無形民俗 熊野神社秋の例祭   熊野町 － 近代 瓦木村誌1952 

844 民俗文化財 無形民俗 熊野神社の湯立神事   熊野町 － 近代 県祭り・行事2020 

845 民俗文化財 無形民俗 八幡神社（甲子園八幡神社）秋の例祭   上甲子園4丁目 八幡神社 近代 瓦木村誌1952 

846 民俗文化財 無形民俗 高木の種池講   高木 － その他 年中行事1978 

847 民俗文化財 無形民俗 高木の二十四日盆（地蔵盆）   高木 － その他 年中行事1978 

848 民俗文化財 無形民俗 高木のヨウネンコウ   高木 － その他 年中行事1978 

849 民俗文化財 無形民俗 八幡神社（甲子園八幡神社）夏の例祭   上甲子園4丁目 八幡神社 その他 瓦木村誌1952 

850 記念物 遺跡 人足詰所の碑   松並町 松並墓地 近世 歴史案内Map2016 

851 記念物 遺跡 水位計   日野町 武庫川河川敷 近世 歴史案内Map2016 

852 記念物 遺跡 下瓦林墓地   上甲子園4丁目 下瓦林墓地 その他 歴史案内Map2016 

853 記念物 遺跡 御代開墓地   甲子園口3丁目 御代開墓地 その他 歴史案内Map2016 

854 記念物 遺跡 澄心寺跡   甲子園口2丁目 弁天公園 その他 歴史案内Map2016 

855 記念物 遺跡 瓦林城址の碑   日野町 日野神社 その他 歴史案内Map2016 

856 記念物 遺跡 極楽寺   瓦林町 極楽寺 その他 第24回特展図録2008 

857 記念物 遺跡 大日寺   高木東町 大日寺 その他 第24回特展図録2008 

858 記念物 遺跡 澄心寺   上甲子園2丁目 澄心寺 その他 第24回特展図録2008 

859 記念物 遺跡 法心寺   高木西町 法心寺 その他 第24回特展図録2008 

860 記念物 遺跡 厳島神社   上之町 厳島神社 その他   

861 記念物 遺跡 日野神社   日野町 日野神社 その他 歴史案内Map2016 

862 記念物 遺跡 熊野権現神社   高木東町 熊野権現神社 その他   

863 記念物 遺跡 八幡神社   高木西町 八幡神社 その他   

864 記念物 遺跡 熊野神社   熊野町 熊野神社 その他   

865 記念物 遺跡 八幡神社   上甲子園4丁目 八幡神社 その他   

866 埋蔵文化財 埋蔵文化財 甲風園遺跡     － 先史   

867 埋蔵文化財 埋蔵文化財 甲子園口遺跡     － 先史   

868 埋蔵文化財 埋蔵文化財 高畑町遺跡     － 先史   

869 埋蔵文化財 埋蔵文化財 高松町遺跡     － 先史   

870 埋蔵文化財 埋蔵文化財 北口町遺跡     － 先史   

871 埋蔵文化財 埋蔵文化財 高木西町遺跡     － 古代   
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913 有形文化財 建造物 仁川口橋   一里山町 － 近代 近代化遺産2006 

914 有形文化財 建造物 田中家住宅    上ケ原三番町 個人 近代 近代和風建築2014 

915 有形文化財 建造物 田中家住宅    上ケ原三番町 個人 近代 近代和風建築2014 

916 有形文化財 建造物 寺田家住宅    仁川五ケ山町 個人 近代 近代和風建築2014 

917 有形文化財 建造物 中華そば らん    仁川五ケ山町 個人 近代 近代和風建築2014 

918 有形文化財 建造物 渡辺家住宅 他    仁川五ケ山町 個人 近代 近代和風建築2014 

919 有形文化財 建造物 藤田家住宅 他    仁川五ケ山町 個人 近代 近代和風建築2014 

920 有形文化財 建造物 今井サイクル 他    仁川五ケ山町 個人 近代 近代和風建築2014 

921 有形文化財 建造物 石瀬家住宅    仁川五ケ山町 個人 近代 近代和風建築2014 

922 有形文化財 建造物 福田家住宅    仁川町4丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

923 有形文化財 建造物 橘家住宅    仁川町5丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

924 有形文化財 建造物 山本家住宅    仁川町5丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

925 有形文化財 建造物 浦上家住宅    仁川町5丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

926 有形文化財 建造物 土井家住宅    仁川百合野町 個人 近代 近代和風建築2014 

927 有形文化財 建造物 中島家住宅    門戸岡田町 個人 近代 近代和風建築2014 

928 有形文化財 建造物 霜倉家住宅    門戸岡田町 個人 近代 近代和風建築2014 

929 有形文化財 建造物 木村家住宅    門戸西町 個人 近代 近代和風建築2014 

930 有形文化財 建造物 関西学院大学 ランバス記念礼拝堂 景観重要建 上ケ原一番町 (学)関西学院 近代   

931 有形文化財 建造物 関西学院大学 大学正門 都市景観 上ケ原一番町 (学)関西学院 近代   

932 有形文化財 建造物 関西学院大学 旧大学本館門柱 都市景観 上ケ原一番町 (学)関西学院 近代   

933 有形文化財 建造物 甲武橋〔こうぶばし〕   上大市町5丁目 － 近代 西宮の橋梁 

934 有形文化財 建造物 百合野橋〔ゆりのばし〕   仁川百合野町 － 近代 西宮の橋梁 

935 有形文化財 建造物 蓬莱橋〔ほうらいばし〕   仁川五ヶ山町 － 近代 西宮の橋梁 

936 有形文化財 建造物 仁川人道橋    仁川町3丁目 － 近代 西宮の橋梁 

937 有形文化財 建造物 翁橋    仁川町4丁目 － 近代 西宮の橋梁 

938 有形文化財 建造物 五輪卒塔婆   段上町4丁目 貝之介墓地 その他 歴史案内Map2016 

939 有形文化財 建造物 一石五輪塔   甲山町 甲山森林公園 その他 歴史案内Map2016 

940 有形文化財 建造物 石造五輪塔（伝源頼朝の塚）   甲山町 － その他 歴史案内Map2016 

941 有形文化財 絵画 小寺善右衛門肖像   樋ノ口町 個人 近世 第12回特展図録1997 

942 有形文化財 彫刻 大日如来坐像   下大市東町 永福寺 その他 特展資料目録1986 

943 有形文化財 彫刻 弥陀石仏   甲山町 神呪寺 その他 歴史案内Map2016 

944 有形文化財 古文書 西宮酒造組合文書 日本遺産 上ケ原一番町 関西学院大学図書館 近世 西宮市史5 

945 有形文化財 古文書 今津酒造組合文書 日本遺産 上ケ原一番町 関西学院大学図書館 近世 西宮市史5～6 

946 有形文化財 古文書 今津酒造文書（鷲尾三郎文書） 日本遺産 上ケ原一番町 関西学院大学図書館 近世 西宮市史5 

947 有形文化財 歴史資料 領界碑   段上町3丁目 西廣寺 近世 新歴史散歩2003 

948 有形文化財 歴史資料 詩碑（頼山陽）   甲山町 甲山森林公園 近世 歴史案内Map2016 

949 有形文化財 歴史資料 道標 厄神ほか   門戸岡田町 － 近世 歴史案内Map2016 

950 有形文化財 歴史資料 道標 甲山   門戸西町 － 近世 歴史案内Map2016 

951 有形文化財 歴史資料 道標 甲山   門戸西町 － 近世 歴史案内Map2016 

952 有形文化財 歴史資料 道標 甲山・西宮   甲東園2丁目 － 近世 歴史案内Map2016 

953 有形文化財 歴史資料 道標 西宮・尼崎・中山   仁川百合野町 － 近世 歴史案内Map2016 

954 有形文化財 歴史資料 道標 神呪寺本堂   仁川百合野町 － 近世 歴史案内Map2016 

955 有形文化財 歴史資料 道標 西宮・仁川   甲山町 － 近代 歴史案内Map2016 

956 有形文化財 歴史資料 道標 厄神   門戸西町3・4丁目 － 近代 歴史案内Map2016 

957 有形文化財 歴史資料 道標 だんのうえ   甲東園2丁目 － 近代 歴史案内Map2016 
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958 有形文化財 歴史資料 道標 厄神   門戸東町 － 近代 歴史案内Map2016 

959 有形文化財 歴史資料 甲東村道路元標   門戸西町 － 近代 歴史案内Map2016 

960 有形文化財 歴史資料 細合三代の墓   甲山町 甲山森林公園 その他 歴史案内Map2016 

961 有形文化財 歴史資料 道標 尼崎・厄神   若山町 － その他 歴史案内Map2016 

962 有形文化財 歴史資料 道標 尼崎・厄神・高木   下大市東町 － その他 歴史案内Map2016 

963 有形文化財 歴史資料 道標 厄神・尼崎大阪・伊丹池田京   下大市西町 － その他 歴史案内Map2016 

964 有形文化財 歴史資料 道標 甲山   下大市西町 － その他 歴史案内Map2016 

965 有形文化財 歴史資料 道標 厄神   門戸岡田町 － その他 歴史案内Map2016 

966 有形文化財 歴史資料 道標 厄神ほか   門戸東町 － その他 歴史案内Map2016 

967 有形文化財 歴史資料 道標 厄神   門戸西町 － その他 歴史案内Map2016 

968 有形文化財 歴史資料 道標 厄神ほか   甲東園2丁目 － その他 歴史案内Map2016 

969 有形文化財 歴史資料 道標 甲山・西宮   上ケ原一番町 － その他 歴史案内Map2016 

970 有形文化財 歴史資料 道標 兵庫・西宮   門戸西町 － その他 歴史案内Map2016 

971 有形文化財 歴史資料 道標 九想の瀧   甲山町 － その他 歴史案内Map2016 

972 民俗文化財 有形民俗 弓（的）額   若山町 大市八幡神社 近世 絵馬調査1993 

973 民俗文化財 有形民俗 合戦図絵馬   若山町 大市八幡神社 近世 絵馬調査1993 

974 民俗文化財 有形民俗 文字額   若山町 大市八幡神社 近世 絵馬調査1993 

975 民俗文化財 有形民俗 吉祥図絵馬   上甲東園1丁目 天神社 近世 絵馬調査1993 

976 民俗文化財 有形民俗 神馬図絵馬   上甲東園1丁目 天神社 近世 絵馬調査1993 

977 民俗文化財 有形民俗 的額   上甲東園1丁目 天神社 近世 絵馬調査1993 

978 民俗文化財 有形民俗 甲山八十八ヶ所石造物群   甲山町 － 近世 甲山八十八ヶ所2012 

979 民俗文化財 有形民俗 庚申塔   門戸西町 － 近世 歴史案内Map2016 

980 民俗文化財 有形民俗 庚申塔   神呪字中谷 － 近世 歴史案内Map2016 

981 民俗文化財 有形民俗 辻の地蔵   上大市2丁目 松林寺 近世 歴史案内Map2016 

982 民俗文化財 有形民俗 花鳥図絵馬   段上町1丁目 若宮八幡神社 近代 絵馬調査1993 

983 民俗文化財 有形民俗 祭礼図絵馬   若山町 大市八幡神社 近代 絵馬調査1993 

984 民俗文化財 有形民俗 神像図絵馬   若山町 大市八幡神社 近代 絵馬調査1993 

985 民俗文化財 有形民俗 吉祥図絵馬   上甲東園1丁目 天神社 近代 絵馬調査1993 

986 民俗文化財 有形民俗 境内図絵馬   上甲東園1丁目 天神社 近代 絵馬調査1993 

987 民俗文化財 有形民俗 伝説図絵馬   上甲東園1丁目 天神社 近代 絵馬調査1993 

988 民俗文化財 有形民俗 地蔵石仏   甲山町 甲山森林公園 近代 歴史案内Map2016 

989 民俗文化財 有形民俗 腹切地蔵   門戸西町 － 近代 歴史案内Map2016 

990 民俗文化財 有形民俗 地獄図絵馬   下大市東町 永福寺 その他 絵馬調査1993 

991 民俗文化財 有形民俗 合戦図絵馬   若山町 大市八幡神社 その他 絵馬調査1993 

992 民俗文化財 有形民俗 拝み図絵馬   若山町 大市八幡神社 その他 絵馬調査1993 

993 民俗文化財 有形民俗 物語図絵馬   若山町 大市八幡神社 その他 絵馬調査1993 

994 民俗文化財 有形民俗 庚申塔   上大市1丁目 － その他 歴史案内Map2016 

995 民俗文化財 有形民俗 辻の地蔵   上大市1丁目 － その他 歴史案内Map2016 

996 民俗文化財 有形民俗 地蔵石仏   甲山町 神呪寺 その他 歴史案内Map2016 

997 民俗文化財 有形民俗 石仏（お迎え地蔵）   門戸岡田町 門戸墓地 その他 歴史案内Map2016 

998 民俗文化財 有形民俗 地蔵石仏   段上町4丁目 貝之介墓地 その他 歴史案内Map2016 

999 民俗文化財 有形民俗 地蔵堂   下大市東町 － その他 歴史案内Map2016 

1000 民俗文化財 有形民俗 オオイチナス   下大市 － その他 年中行事1978 

1001 民俗文化財 無形民俗 一里山町の地蔵盆   一里山町 － 近代 県祭り・行事2020 

1002 民俗文化財 無形民俗 門戸西町の地蔵盆   門戸西町 － 近代 県祭り・行事2020 
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1003 民俗文化財 無形民俗 門戸東町の地蔵盆   門戸東町 － 近代 県祭り・行事2020 

1004 民俗文化財 無形民俗 門戸岡田町の愛宕講   門戸岡田町 － 近代 県祭り・行事2020 

1005 民俗文化財 無形民俗 門戸岡田町の伊勢講   門戸岡田町 － 近代 県祭り・行事2020 

1006 民俗文化財 無形民俗 門戸厄神の厄除大祭   門戸西町 東光寺 近代 県祭り・行事2020 

1007 民俗文化財 無形民俗 下大市の大師講   下大市東町 － その他 第27回特展図録2011 

1008 民俗文化財 無形民俗 門戸岡田町の大師講   門戸岡田町 － その他 第27回特展図録2011 

1009 民俗文化財 無形民俗 下大市の観音講   下大市 － その他 第27回特展図録2011 

1010 民俗文化財 無形民俗 上ヶ原の行者講   上ケ原 － その他 第27回特展図録2011 

1011 民俗文化財 無形民俗 下大市の池揃講   下大市 － その他 第27回特展図録2011 

1012 民俗文化財 無形民俗 上大市の伊勢講   上大市 － その他 年中行事1978 

1013 民俗文化財 無形民俗 上大市のヨウネン講   上大市 － その他 年中行事1978 

1014 民俗文化財 無形民俗 大市八幡神社の夏祭礼(献湯神事)   若山町 大市八幡神社 その他 県祭り・行事2020 

1015 民俗文化財 無形民俗 大市八幡神社の秋祭礼   若山町 大市八幡神社 その他 県祭り・行事2020 

1016 民俗文化財 無形民俗 下大市の伊勢講   下大市 － その他 年中行事1978 

1017 民俗文化財 無形民俗 下大市のトアケ   下大市 － その他 年中行事1978 

1018 民俗文化財 無形民俗 神呪の地蔵盆（詠歌講）   神呪 － その他 年中行事1978 

1019 民俗文化財 無形民俗 下大市のお日待講（ヨネン講）   下大市 － その他 下大市の民俗1982 

1020 民俗文化財 無形民俗 下大市の愛宕講   下大市 － その他 下大市の民俗1982 

1021 民俗文化財 無形民俗 伊勢音頭   下大市 － その他 下大市の民俗1982 

1022 民俗文化財 無形民俗 下大市の労働歌（田植唄）   下大市 － その他 下大市の民俗1982 

1023 民俗文化財 無形民俗 神呪寺の御詠歌講   甲山町 神呪寺 その他 県民俗芸能誌1977 

1024 民俗文化財 無形民俗 小正月   上大市 － その他 西宮市史2 

1025 民俗文化財 無形民俗 石合戦   甲東地域 － その他 西宮市史2 

1026 民俗文化財 無形民俗 池ぞろえ講   甲東地域 － その他 西宮市史2 

1027 民俗文化財 無形民俗 亥の子   甲東地域 － その他 西宮市史2 

1028 民俗文化財 無形民俗 雨乞い   上ケ原 － その他 西宮市史2 

1029 記念物 遺跡 百間樋   段上町6丁目 － 近世 歴史案内Map2016 

1030 記念物 遺跡 刻印石   甲山町 － 近世 歴史案内Map2016 

1031 記念物 遺跡 丁場跡   甲山町 － 近世 歴史案内Map2016 

1032 記念物 遺跡 茄子苗培養法発明家頌徳碑   下大市東町 下大市会館 近代 歴史案内Map2016 

1033 記念物 遺跡 支柱（高木村用水取樋）   大島町 甲武中学校 近代 歴史案内Map2016 

1034 記念物 遺跡 東宮殿下御座所跡碑   門戸西町 東光寺 近代 歴史案内Map2016 

1035 記念物 遺跡 門戸小学校跡   門戸西町 － 近代 歴史案内Map2016 

1036 記念物 遺跡 山之井顕彰碑   段上町4丁目 － 近代 歴史案内Map2016 

1037 記念物 遺跡 九想の瀧   甲山町 － その他 歴史案内Map2016 

1038 記念物 遺跡 丁石（一丁）   甲山町 － その他 歴史案内Map2016 

1039 記念物 遺跡 丁石（一丁）   甲山町 － その他 歴史案内Map2016 

1040 記念物 遺跡 丁石（二丁）   甲山町 － その他 歴史案内Map2016 

1041 記念物 遺跡 丁石（三丁）   甲山町 － その他 歴史案内Map2016 

1042 記念物 遺跡 丁石（四丁）新   甲山町 － その他 歴史案内Map2016 

1043 記念物 遺跡 丁石（四丁）   甲山町 － その他 歴史案内Map2016 

1044 記念物 遺跡 丁石（六丁）   甲山町 － その他 歴史案内Map2016 

1045 記念物 遺跡 丁石（七丁）   甲山町 － その他 歴史案内Map2016 

1046 記念物 遺跡 丁石（八丁）   甲山町 － その他 歴史案内Map2016 

1047 記念物 遺跡 丁石（九丁）   仁川百合野町 － その他 歴史案内Map2016 
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1090 有形文化財 建造物 太鼓楼   名塩1丁目 教行寺 近世 新歴史散歩2003 

1091 有形文化財 建造物 武庫川第一～第三橋梁   西宮市 － 近代 近代化遺産2006 

1092 有形文化財 建造物 太多田川砂防堰堤    西宮市 － 近代 近代化遺産2006 

1093 有形文化財 建造物 旧国鉄福知山線トンネル跡   生瀬清瀬台 JR西日本 近代 近代化遺産2006 

1094 有形文化財 建造物 座頭谷川床固工群    塩瀬町生瀬 － 近代 近代化遺産2006 

1095 有形文化財 建造物 渋谷川自然石積堰堤   塩瀬町生瀬 － 近代 近代化遺産2006 

1096 有形文化財 建造物 渋谷川第3号堰堤    塩瀬町生瀬 － 近代 近代化遺産2006 

1097 有形文化財 建造物 渋谷川第4号堰堤   塩瀬町生瀬 － 近代 近代化遺産2006 

1098 有形文化財 建造物 渋谷川第5号堰堤   塩瀬町生瀬 － 近代 近代化遺産2006 

1099 有形文化財 建造物 淨橋寺 庫裡・方丈   生瀬町2丁目 淨橋寺 近代 近代和風建築2014 

1100 有形文化財 建造物 山本家住宅    生瀬町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1101 有形文化財 建造物 藤岡家住宅    生瀬町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1102 有形文化財 建造物 野田家住宅    生瀬町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1103 有形文化財 建造物 藤岡家住宅    生瀬町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1104 有形文化財 建造物 徳井家住宅    生瀬町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1105 有形文化財 建造物 徳井家住宅    生瀬町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1106 有形文化財 建造物 滝内家住宅    生瀬町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1107 有形文化財 建造物 松島家住宅    生瀬町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1108 有形文化財 建造物 中西家住宅    生瀬町1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1109 有形文化財 建造物 戸田家住宅    生瀬町2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1110 有形文化財 建造物 壺井家住宅    生瀬町2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1111 有形文化財 建造物 片山家住宅    生瀬町2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1112 有形文化財 建造物 碇家住宅    生瀬町2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1113 有形文化財 建造物 山本家住宅    生瀬町2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1114 有形文化財 建造物 川島家住宅    生瀬町2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1115 有形文化財 建造物 芝辻家住宅 都市景観 名塩木之元 個人 近代 近代和風建築2014 

1116 有形文化財 建造物 覚前家住宅    名塩1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1117 有形文化財 建造物 谷野家住宅    名塩1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1118 有形文化財 建造物 川畑家住宅    名塩1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1119 有形文化財 建造物 田中家住宅    名塩1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1120 有形文化財 建造物 田中家住宅    名塩1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1121 有形文化財 建造物 辻家住宅    名塩1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1122 有形文化財 建造物 箱谷家住宅    名塩2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1123 有形文化財 建造物 箱谷家住宅    名塩2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1124 有形文化財 建造物 馬場家住宅    名塩2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1125 有形文化財 建造物 中山家住宅    名塩2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1126 有形文化財 建造物 糀矢家住宅    名塩2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1127 有形文化財 建造物 弓場家住宅    名塩2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1128 有形文化財 建造物 木本家住宅    名塩2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1129 有形文化財 建造物 菱矢家住宅    名塩東久保 個人 近代 近代和風建築2014 

1130 有形文化財 建造物 松原家住宅    名塩木之元 個人 近代 近代和風建築2014 

1131 有形文化財 建造物 温泉橋〔おんせんはし〕   塩瀬町名塩 － 近代 西宮の橋梁 

1132 有形文化財 建造物 名塩橋    名塩2丁目 － 近代 西宮の橋梁 

1133 有形文化財 建造物 西之橋    名塩1丁目 － 近代 西宮の橋梁 

1134 有形文化財 建造物 水内橋〔みずうちばし〕   名塩2丁目 － 近代 西宮の橋梁 
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1135 有形文化財 建造物 越ノ子橋    名塩2丁目 － 近代 西宮の橋梁 

1136 有形文化財 建造物 鴨谷橋〔かもたにばし〕   名塩1丁目 － 近代 西宮の橋梁 

1137 有形文化財 建造物 惣川橋    塩瀬町生瀬 － 近代 西宮の橋梁 

1138 有形文化財 建造物 そうごうはし〔そうごうはし〕   生瀬 － 近代 西宮の橋梁 

1139 有形文化財 建造物 新興橋〔しんこうばし〕   名塩木之元 － 近代 西宮の橋梁 

1140 有形文化財 建造物 下滝橋    名塩1丁目 － 近代 西宮の橋梁 

1141 有形文化財 建造物 石坂橋    名塩木之元 － 近代 西宮の橋梁 

1142 有形文化財 建造物 西宝橋〔せいほうばし〕   生瀬町1丁目 － 近代 西宮の橋梁 

1143 有形文化財 建造物 千都橋〔せんとばし〕   塩瀬町生瀬 － 近代 西宮の橋梁 

1144 有形文化財 建造物 一雅橋〔いちがばし〕   塩瀬町生瀬 － 近代 西宮の橋梁 

1145 有形文化財 建造物 伊屋田橋〔いやたばし〕   名塩3丁目 － 近代 西宮の橋梁 

1146 有形文化財 建造物 観音橋〔かんおんばし〕   生瀬 － 近代 西宮の橋梁 

1147 有形文化財 建造物 太多田橋    塩瀬町生瀬 － 近代 西宮の橋梁 

1148 有形文化財 古文書 教行寺文書   名塩1丁目 教行寺 中世 西宮市史1・4～6 

1149 有形文化財 古文書 豊臣秀頼禁札   名塩1丁目 教行寺 近世 特展資料目録1986 

1150 有形文化財 古文書 羽柴秀吉禁制写   名塩1丁目 教行寺 近世 西宮市史4 

1151 有形文化財 歴史資料 高札（正徳元年駄賃人足札）   生瀬町2丁目 淨橋寺 近世 第3回特展図録1988 

1152 有形文化財 歴史資料 教行寺縁起   名塩1丁目 教行寺 近世 第24回特展図録2008 

1153 有形文化財 歴史資料 東山弥右衛門墓   名塩2丁目 ラントウ墓地 近世 新歴史散歩2003 

1154 有形文化財 歴史資料 億川百記墓碑   名塩2丁目 ラントウ墓地 その他 歴史案内Map2016 

1155 有形文化財 歴史資料 道標 しるべ岩   塩瀬町生瀬 － その他 歴史案内Map2016 

1156 有形文化財 歴史資料 道標 木ノ元地蔵   塩瀬町生瀬 － その他 歴史案内Map2016 

1157 民俗文化財 有形民俗 干支図絵馬   名塩木之元 木元寺 その他 絵馬調査1993 

1158 民俗文化財 有形民俗 動物図絵馬   名塩木之元 木元寺 その他 絵馬調査1993 

1159 民俗文化財 有形民俗 拝み図絵馬   名塩木之元 木元寺 その他 絵馬調査1993 

1160 民俗文化財 有形民俗 拝み図絵馬   名塩木之元 木元寺 その他 絵馬調査1993 

1161 民俗文化財 有形民俗 拝み図絵馬   名塩木之元 木元寺 その他 絵馬調査1993 

1162 民俗文化財 有形民俗 拝み図絵馬   名塩木之元 木元寺 その他 絵馬調査1993 

1163 民俗文化財 有形民俗 拝み図絵馬   名塩木之元 木元寺 その他 絵馬調査1993 

1164 民俗文化財 有形民俗 馬頭観音石仏   塩瀬町生瀬 － その他 歴史案内Map2016 

1165 民俗文化財 無形民俗 名塩八幡神社の秋祭礼(だんじり)   名塩1丁目 名塩八幡神社 近世 県祭り・行事2020 

1166 民俗文化財 無形民俗 生瀬皇太神社の秋祭礼(だんじり)   生瀬町2丁目 生瀬皇太神社 近代 県祭り・行事2020 

1167 民俗文化財 無形民俗 名塩の地蔵盆（上ノ地蔵）   名塩 － 近代 県祭り・行事2020 

1168 民俗文化財 無形民俗 生瀬音頭   塩瀬町 － 近代 県祭り・行事2020 

1169 民俗文化財 無形民俗 生瀬の地蔵盆   生瀬 － その他 年中行事1978 

1170 民俗文化財 無形民俗 名塩の報恩講   名塩 － その他 名塩の民俗2000 

1171 民俗文化財 無形民俗 名塩の尼講   名塩 － その他 名塩の民俗2000 

1172 民俗文化財 無形民俗 十三日講（摂津十三講）   名塩 － その他 名塩の民俗2000 

1173 民俗文化財 無形民俗 名塩のようねん講   名塩 － その他 名塩の民俗2000 

1174 民俗文化財 無形民俗 名塩の頼母子講（タノモシ講）   名塩 － その他 名塩の民俗2000 

1175 民俗文化財 無形民俗 名塩の盆踊り   名塩 － その他 名塩の民俗2000 

1176 民俗文化財 無形民俗 名塩の甘酒講   名塩 － その他 名塩の民俗2000 

1177 民俗文化財 無形民俗 紙祖祭   名塩 － その他 名塩の民俗2000 

1178 民俗文化財 無形民俗 名塩のトンド   名塩1丁目 名塩八幡神社 その他 県祭り・行事2020 

1179 民俗文化財 無形民俗 東久保のトンド   名塩東久保 大澤神社 その他 県祭り・行事2020 
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1222 有形文化財 建造物 山口町船坂小笠峠第14号堰堤   山口町船坂 － 近代 近代化遺産2006 

1223 有形文化財 建造物 山口町船坂第35号堰堤   山口町船坂 － 近代 近代化遺産2006 

1224 有形文化財 建造物 白水峡砂防堰堤群   山口町船坂 － 近代 近代化遺産2006 

1225 有形文化財 建造物 太多田川・座頭谷砂防堰堤群   山口町船坂 － 近代 近代化遺産2006 

1226 有形文化財 建造物 旧有馬鉄道橋脚   山口町中野 － 近代 近代化遺産2006 

1227 有形文化財 建造物 橋本家住宅    山口町下山口3丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1228 有形文化財 建造物 吉田家住宅    山口町下山口3丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1229 有形文化財 建造物 仲家住宅    山口町下山口3丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1230 有形文化財 建造物 山田家住宅    山口町下山口4丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1231 有形文化財 建造物 太田家住宅    山口町下山口4丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1232 有形文化財 建造物 柏木家住宅    山口町下山口4丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1233 有形文化財 建造物 橋本家住宅    山口町下山口4丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1234 有形文化財 建造物 山田家住宅    山口町下山口4丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1235 有形文化財 建造物 前中家住宅    山口町金仙寺 個人 近代 近代和風建築2014 

1236 有形文化財 建造物 作田家住宅    山口町上山口1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1237 有形文化財 建造物 辻本家住宅    山口町上山口1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1238 有形文化財 建造物 門長家住宅    山口町上山口1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1239 有形文化財 建造物 本田家住宅    山口町上山口1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1240 有形文化財 建造物 上谷家住宅    山口町上山口1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1241 有形文化財 建造物 上谷家住宅    山口町上山口1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1242 有形文化財 建造物 芦原家住宅    山口町上山口1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1243 有形文化財 建造物 芦原家住宅    山口町上山口1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1244 有形文化財 建造物 西脇家住宅    山口町上山口1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1245 有形文化財 建造物 作田家住宅    山口町上山口1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1246 有形文化財 建造物 絹川家住宅    山口町上山口1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1247 有形文化財 建造物 北福家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1248 有形文化財 建造物 古薮家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1249 有形文化財 建造物 松本家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1250 有形文化財 建造物 尾崎家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1251 有形文化財 建造物 田中家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1252 有形文化財 建造物 尾崎家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1253 有形文化財 建造物 小桜家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1254 有形文化財 建造物 西崎家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1255 有形文化財 建造物 尾崎家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1256 有形文化財 建造物 宮本家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1257 有形文化財 建造物 中西家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1258 有形文化財 建造物 中尾家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1259 有形文化財 建造物 坂田家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1260 有形文化財 建造物 古民家族    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1261 有形文化財 建造物 田中家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1262 有形文化財 建造物 福田家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1263 有形文化財 建造物 椴木家住宅    山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1264 有形文化財 建造物 田尻家住宅    山口町中野 個人 近代 近代和風建築2014 

1265 有形文化財 建造物 青石家住宅    山口町中野 個人 近代 近代和風建築2014 

1266 有形文化財 建造物 上田家住宅    山口町中野 個人 近代 近代和風建築2014 
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1267 有形文化財 建造物 前中家住宅    山口町中野 個人 近代 近代和風建築2014 

1268 有形文化財 建造物 東家住宅    山口町名来1丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1269 有形文化財 建造物 山垣家住宅    山口町名来2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1270 有形文化財 建造物 芝家住宅    山口町名来2丁目 個人 近代 近代和風建築2014 

1271 有形文化財 建造物 今西家住宅   山口町名来 個人 近代 近代和風建築2014 

1272 有形文化財 建造物 細木家住宅 都市景観 山口町上山口 個人 近代 近代和風建築2014 

1273 有形文化財 建造物 西口家住宅 都市景観 山口町船坂 個人 近代 近代和風建築2014 

1274 有形文化財 建造物 十王堂橋〔じゅうおうどうばし〕   山口町上山口 － 近代 西宮の橋梁 

1275 有形文化財 建造物 七合橋    山口町下山口 － 近代 西宮の橋梁 

1276 有形文化財 建造物 愛宕橋〔あたごばし〕   山口町名来 － 近代 西宮の橋梁 

1277 有形文化財 建造物 松栄橋〔しょうえいばし〕   山口町上山口2丁目 － 近代 西宮の橋梁 

1278 有形文化財 建造物 乾橋〔いぬいばし〕   山口町下山口3丁目 － 近代 西宮の橋梁 

1279 有形文化財 建造物 船坂橋〔ふなさか橋〕   山口町船坂 － 近代 西宮の橋梁 

1280 有形文化財 建造物 明治橋   山口町下山口5丁目 － 近代 西宮の橋梁 

1281 有形文化財 建造物 清水橋〔しみづばし〕   山口町上山口2丁目 － 近代 西宮の橋梁 

1282 有形文化財 建造物 万代橋〔まんだいばし〕   山口町上山口2丁目 － 近代 西宮の橋梁 

1283 有形文化財 建造物 田尻橋〔たのしりはし〕   山口町船坂 － 近代 西宮の橋梁 

1284 有形文化財 建造物 座頭谷橋    山口町船坂 － 近代 西宮の橋梁 

1285 有形文化財 建造物 天上橋〔てんじょうばし〕   北六甲台1丁目 － 近代 西宮の橋梁 

1286 有形文化財 彫刻 阿弥陀如来立像   山口町 善照寺 中世 第24回特展図録2008 

1287 有形文化財 書跡・典籍 六字名号（蓮如筆）   山口町上山口1丁目 明徳寺 中世 第24回特展図録2008 

1288 有形文化財 歴史資料 明徳寺過去帳   山口町上山口1丁目 明徳寺 近世 第24回特展図録2008 

1289 有形文化財 歴史資料 石碑   山口町中野1丁目 受西寺 近世 第24回特展図録2008 

1290 有形文化財 歴史資料 道標（墓碑）   山口町下山口3丁目 － 近世 山口町史2010 

1291 有形文化財 歴史資料 道標（仏像台型）   山口町名来2丁目 － 近世 山口町史2010 

1292 有形文化財 歴史資料 供養塔   山口町上山口2丁目 山口町郷土資料館 近世 山口町史2010 

1293 有形文化財 歴史資料 供養塔   山口町下山口3丁目 公智神社 近世 山口町史2010 

1294 有形文化財 歴史資料 供養塔   山口町下山口3丁目 光明寺 近世 山口町史2010 

1295 有形文化財 歴史資料 偈碑   山口町中野1丁目 受西寺 近世 山口町史2010 

1296 有形文化財 歴史資料 宇滴宗圓の墓碑（句碑）   山口町字上平尻 － 近世 山口町史2010 

1297 有形文化財 歴史資料 西国巡礼供養塔   山口町下山口5丁目 墓地 近世 歴史案内Map2016 

1298 有形文化財 歴史資料 西国巡礼供養塔   山口町下山口3丁目 光明寺墓地 近世 歴史案内Map2016 

1299 有形文化財 歴史資料 山口村道路元標   山口町下山口4丁目 － 近代 山口町史2010 

1300 有形文化財 歴史資料 道標 有馬・船坂   山口町上山口 － 近代 歴史案内Map2016 

1301 有形文化財 歴史資料 道標 西宮・大阪・宝塚   山口町船坂 － 近代 歴史案内Map2016 

1302 有形文化財 歴史資料 道標 山口・清水   山口町名来 － その他 歴史案内Map2016 

1303 無形文化財 無形文化財 竹細工   山口町上山口 － 近世 兵庫県の諸職1988 

1304 民俗文化財 有形民俗 六甲山神社の石祠   山口町 － 近世 歴史案内Map2016 

1305 民俗文化財 有形民俗 神馬図絵馬   山口町中野 中野皇太大神宮 近代 絵馬調査1993 

1306 民俗文化財 有形民俗 遠矢地蔵   山口町金仙寺 － 近代 歴史案内Map2016 

1307 民俗文化財 有形民俗 銭塚地蔵   山口町下山口5丁目 － その他 歴史案内Map2016 

1308 民俗文化財 有形民俗 夜泣き地蔵   山口町上山口1丁目 明徳寺 その他 歴史案内Map2016 

1309 民俗文化財 無形民俗 公智神社例祭行事   山口町下山口３丁目 公智神社 近世 西宮の祭礼2011 

1310 民俗文化財 無形民俗 獅子舞神楽（公智神社）   山口町名来 山口町古文化保存会 近代 県の民俗芸能1997 

1311 民俗文化財 無形民俗 下山口の銭塚地蔵講   山口町下山口 － その他 第27回特展図録2011 
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1312 民俗文化財 無形民俗 上山口の歳神地蔵講   山口町上山口 － その他 第27回特展図録2011 

1313 民俗文化財 無形民俗 名来の地蔵講   山口町名来 － その他 第27回特展図録2011 

1314 民俗文化財 無形民俗 公智神社の百味講   山口町下山口3丁目 公智神社 その他 第27回特展図録2011 

1315 民俗文化財 無形民俗 丸山稲荷神社の百味講   山口町下山口 稲荷神社 その他 第27回特展図録2011 

1316 民俗文化財 無形民俗 下山口のえびす講   山口町下山口3丁目 － その他 第27回特展図録2011 

1317 民俗文化財 無形民俗 下山口の善光寺講   山口町下山口 － その他 第27回特展図録2011 

1318 民俗文化財 無形民俗 山口の頼母子講   山口町 － その他 上・下山口民俗2001 

1319 民俗文化財 無形民俗 八日講   山口町上山口1丁目 明徳寺 その他 上・下山口民俗2001 

1320 民俗文化財 無形民俗 五日講   山口町上山口1丁目 明徳寺 その他 上・下山口民俗2001 

1321 民俗文化財 無形民俗 竹まつり   山口町下山口3丁目 塩津神社 その他 上・下山口民俗2001 

1322 民俗文化財 無形民俗 上山口のトンド   山口町上山口 － その他 上・下山口民俗2001 

1323 民俗文化財 無形民俗 公智神社の夏祭り（七夕祭）   山口町下山口3丁目 公智神社 その他 上・下山口民俗2001 

1324 民俗文化財 無形民俗 丸山稲荷神社の稲荷講   山口町下山口 － その他 上・下山口民俗2001 

1325 民俗文化財 無形民俗 光明寺のオシル講   山口町下山口3丁目 － その他 上・下山口民俗2001 

1326 民俗文化財 無形民俗 山口のハナマツリ   山口地域 － その他 上・下山口民俗2001 

1327 民俗文化財 無形民俗 丸山稲荷神社の八朔相撲   山口町下山口 稲荷神社 その他 上・下山口民俗2001 

1328 民俗文化財 無形民俗 船坂の盆踊り   山口町船坂 － その他 船坂の民俗2002 

1329 民俗文化財 無形民俗 船坂山王神社の秋祭り（氏神祭）   山口町船坂 船坂山王神社 その他 船坂の民俗2002 

1330 民俗文化財 無形民俗 国玉稲荷神社の寒行   山口町船坂 国玉稲荷神社 その他 船坂の民俗2002 

1331 民俗文化財 無形民俗 善照寺のお汁講   山口町船坂 善照寺 その他 船坂の民俗2002 

1332 民俗文化財 無形民俗 下山口の上之講（伊勢講）   山口町下山口 － その他 県祭り・行事2020 

1333 民俗文化財 無形民俗 下山口の中之講（伊勢講）   山口町下山口 － その他 県祭り・行事2020 

1334 民俗文化財 無形民俗 下山口の下之講（伊勢講）   山口町下山口 － その他 県祭り・行事2020 

1335 民俗文化財 無形民俗 名来の伊勢講   山口町名来 － その他 県祭り・行事2020 

1336 民俗文化財 無形民俗 名来の新伊勢講   山口町名来 － その他 県祭り・行事2020 

1337 民俗文化財 無形民俗 寒天つくりうた   山口町船坂 － その他 ひょうごのしごとうた1975 

1338 民俗文化財 無形民俗 卯月八日   山口町名来 － その他 西宮市史2 

1339 民俗文化財 無形民俗 牛まわし   山口町名来 － その他 西宮市史2 

1340 民俗文化財 無形民俗 山行き   山口町名来 － その他 西宮市史2 

1341 民俗文化財 無形民俗 亥の子   山口町名来 － その他 西宮市史2 

1342 民俗文化財 無形民俗 雨乞い   山口町船坂 － その他 西宮市史2 

1343 民俗文化財 無形民俗 雨乞い   山口町名来 － その他 西宮市史2 

1344 民俗文化財 無形民俗 山の神祭り（ほなが）   山口地域 － その他 山口町史2010 

1345 民俗文化財 無形民俗 ワサウエ   山口町名来 － その他 兵庫探検民俗編1996 

1346 民俗文化財 無形民俗 船坂の寒天作り   山口町船坂 － その他 船坂の民俗2002 

1347 記念物 遺跡 石碑（竹本多賀太夫墓）   山口町名来 － 近世 歴史案内Map2016 

1348 記念物 遺跡 石碑（竹本増太夫の塚）   山口町下山口5丁目 下山口墓地 近世 歴史案内Map2016 

1349 記念物 遺跡 駅前橋   山口町下山口３丁目 － 近代 歴史案内Map2016 

1350 記念物 遺跡 孝徳天皇行在所   山口町下山口３丁目 － 近代 歴史案内Map2016 

1351 記念物 遺跡 山口開発土祖神碑   山口町下山口4丁目 － 近代 歴史案内Map2016 

1352 記念物 遺跡 石碑（竹本加治太夫墓）   山口町上山口2丁目 － その他 歴史案内Map2016 

1353 記念物 遺跡 竹籠神社   山口町下山口３丁目 公智神社 その他 歴史案内Map2016 

1354 記念物 遺跡 老ヶ岩   山口町船坂 － その他 歴史案内Map2016 

1355 記念物 遺跡 光明寺   山口町下山口3丁目 光明寺 その他 第24回特展図録2008 

1356 記念物 遺跡 西生寺   山口町名来 西生寺 その他 第24回特展図録2008 
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1357 記念物 遺跡 受西寺   山口町中野 受西寺 その他 第24回特展図録2008 

1358 記念物 遺跡 正明寺   山口町名来 正明寺 その他 第24回特展図録2008 

1359 記念物 遺跡 善照寺   山口町船坂 善照寺 その他 第24回特展図録2008 

1360 記念物 遺跡 明徳寺   山口町上山口1丁目 明徳寺 その他 第24回特展図録2008 

1361 記念物 遺跡 名来神社   山口町名来 名来神社 その他   

1362 記念物 遺跡 公智神社   山口町下山口 公智神社 その他   

1363 記念物 遺跡 丸山稲荷神社   山口町下山口 稲荷神社 その他   

1364 記念物 遺跡 秀吉大明神   山口町上山口 秀吉大明神 その他   

1365 記念物 遺跡 皇太神社   山口町中野 皇太神社 その他   

1366 記念物 遺跡 天宮神社   山口町船坂 天宮神社 その他   

1367 記念物 遺跡 山王神社   山口町船坂 山王神社 その他   

1368 記念物 遺跡 國玉大明神   山口町船坂 國玉大明神 その他   

1369 記念物 動物植物地質鉱物 モリアオガエル生息地   山口地域 － その他   

1370 伝統的建造物群 伝統的建造物群 山口町船坂の町並み   山口町船坂   その他   

1371 伝統的建造物群 伝統的建造物群 山口町上山口・下山口の家並み   山口町上山口・下山口   その他   

1372 埋蔵文化財 埋蔵文化財 山口町遺跡No.13     － 先史   

1373 埋蔵文化財 埋蔵文化財 山口町遺跡No.7     － 先史   

1374 埋蔵文化財 埋蔵文化財 山口町遺跡No.4     － 古代   

1375 埋蔵文化財 埋蔵文化財 山口町遺跡No.10     － 古代   

1376 埋蔵文化財 埋蔵文化財 山口町遺跡No.9     － 古代   

1377 埋蔵文化財 埋蔵文化財 山口町遺跡No.6     － 古代   

1378 埋蔵文化財 埋蔵文化財 山口町遺跡No.7     － 古代   

1379 埋蔵文化財 埋蔵文化財 山口町遺跡No.11(消滅）     － 古代   

1380 埋蔵文化財 埋蔵文化財 山口町遺跡No.3     － 古代   

1381 埋蔵文化財 埋蔵文化財 下山口高塚古墳     － 古代   

1382 埋蔵文化財 埋蔵文化財 山口町遺跡No.2（消滅）     － 古代   

1383 埋蔵文化財 埋蔵文化財 山口町遺跡No.12     － 古代   

1384 埋蔵文化財 埋蔵文化財 山口町遺跡No.1     － 古代   

1385 埋蔵文化財 埋蔵文化財 山口町遺跡No.5     － 古代   

1386 埋蔵文化財 埋蔵文化財 公智神社旧拝殿跡銅銭出土地     － 中世   

1387 その他 口頭伝承 石の宝殿   山口町船坂 六甲山神社 近世 ふるさと民話1990 

1388 その他 口頭伝承 血を出した老ヶ石   山口町船坂 － その他 ふるさと民話1990 

1389 その他 口頭伝承 船坂峠のひだる坊   山口町船坂 － その他 ふるさと民話1990 

1390 その他 口頭伝承 ナスのたたり   山口町船坂 － その他 ふるさと民話1990 

1391 その他 口頭伝承 黄金の仏さま(善照寺)   山口町船坂 － その他 ふるさと民話1990 

1392 その他 口頭伝承 行基の鯉塚   山口町船坂 － その他 ふるさと民話1990 

1393 その他 口頭伝承 中野の二本松   山口町中野 － その他 ふるさと民話1990 

1394 その他 口頭伝承 白滝姫の涙水   山口町（白水川） － その他 ふるさと民話1990 

1395 その他 口頭伝承 座頭谷のいわれ   山口町 － その他 ふるさと民話1990 

1396 その他 口頭伝承 琴鳴山   山口町 － その他 ふるさと民話1990 

1397 その他 口頭伝承 名来の籠六   山口町名来 － その他 山口村誌1973 

1398 その他 口頭伝承 荒木又右衛門の逗留   山口町 － その他 山口村誌1973 

1399 その他 口頭伝承 浮足如来さん   山口町 － その他 山口村誌1973 

1400 その他 口頭伝承 夫婦松の枯死   山口地域 － その他 山口町史2010 

1401 その他 口頭伝承 丸山城の金の茶釡伝説   山口地域 － その他 山口町史2010 
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民俗文化財 「西宮市文化財資料」第40号『西宮の漁業 兵庫県西宮市の西宮浜の
漁業調査報告書』   西宮市教育委員会 1995 

有形文化財 「西宮市文化財資料」第41号『ウィルキンソン タンサン鉱泉株式会社
宝塚工場調査報告書―西宮市塩瀬町生瀬所在―』   西宮市教育委員会 1996 

民俗文化財 「西宮市文化財資料」第42号『神呪寺八十八箇所調査報告書』   西宮市教育委員会 1997 
文化財 「西宮市文化財資料」第47号『新西宮歴史散歩』 西宮市立郷土資料館 西宮市教育委員会 2003 
文化財 「西宮市文化財資料」第48号『新西宮の文化財』   西宮市教育委員会 2004 
記念物 「西宮市文化財資料」第49号『山口町のモリアオガエル』 西宮市立郷土資料館 西宮市教育委員会 2005 

民俗文化財 「西宮市文化財資料」第50号『中津の漁業 兵庫県西宮市の中津の漁
業調査報告書』   西宮市教育委員会 2006 

文化財 「西宮市文化財資料」第52号『西宮歴史散歩案内マップ』   西宮市教育委員会 2008 

民俗文化財 「西宮市文化財資料」第56号『西宮の祭礼(1)  兵庫県西宮市のだんじ
り調査報告書』   西宮市教育委員会 2011 

記念物 「西宮市文化財資料」第58号『史跡西宮砲台保存管理計画策定報告
書』   西宮市教育委員会 2012 

文化財 「西宮市文化財資料」第61号『西宮市における文化財の保存と活用に
関する総合的な計画策定報告書』   西宮市教育委員会 2014 

文化財 「西宮市文化財資料」第62号『西宮歴史散歩案内マップ（第2版）』 西宮市立郷土資料館 西宮市教育委員会 2016 

有形文化財 
「西宮市文化財資料」第63号『「西宮神社御社用日記」調査報告書 
兵庫県指定重要有形文化財（古文書）／西宮市指定重要有形文化財（古
文書）』 

  西宮市教育委員会 2017 

有形文化財 「西宮市文化財資料」第64号『西宮市指定重要有形文化財（考古資
料）「考古小録」及び関係品調査報告書』   西宮市教育委員会 2017 

民俗文化財 「西宮市文化財資料」第66号『西宮の漁労用具調査報告書 西宮市立
郷土資料館所蔵漁労用具調査』   西宮市教育委員会 2020 

無形文化財 「西宮市文化財資料」第67号『西宮市内無形文化財緊急調査報告書―
芦原地域・鳴尾地域―』   西宮市教育委員会 2020 

民俗文化財 西宮市文化財調査報告書第3集『西宮の年中行事』   西宮市教育委員会 1978 
有形文化財 西宮市史編集資料目録集第1（浄橋寺文書目録・松岡孝彰氏文書目録） 西宮市史編集委員会 西宮市 1956 
有形文化財 西宮市史編集資料目録集第2（中島直行氏文書目録） 西宮市史編集委員会 西宮市 1956 
有形文化財 西宮市史編集資料目録集第3（岡本俊二氏文書目録） 西宮市史編集委員会 西宮市 1957 

有形文化財 西宮市史編集資料目録集第4（中村敏雄氏文書目録・株元治作氏文書目
録） 西宮市史編集委員会 西宮市 1957 

有形文化財 西宮市史編集資料目録集第5（鳥飼よね氏文書目録・吉村繁松氏文書目
録・瓦林貞雄氏文書目録） 西宮市史編集委員会 西宮市 1957 

有形文化財 西宮市史編集資料目録集第6（上大市部落有文書目録・高木部落有文書
目録・吉村武一氏文書目録） 西宮市史編集委員会 西宮市 1957 

有形文化財 西宮市史編集資料目録集第7（辰馬夘一郎氏文書目録・辰馬宇一氏文書
目録） 西宮市史編集委員会 西宮市 1957 

有形文化財 西宮市史編集資料目録集第8（野田三良兵衛氏文書目録、磯野与治右衛
門氏文書目録、荒木部落有文書目録） 西宮市史編集委員会 西宮市 1958 

有形文化財 西宮市史編集資料目録集第9（西宮関係分大徳寺文書目録） 西宮市史編集委員会 西宮市 1958 

有形文化財 西宮市史編集資料目録集第10（地租改正関係兵庫県布達目
録） 西宮市史編集委員会 西宮市 1958 

有形文化財 西宮市史編集資料目録集第11（松山良一氏文書目録、中田平十郎氏文書
目録、津門部落有文書目録） 西宮市史編集委員会 西宮市 1958 

有形文化財 
西宮市史編集資料目録集第12（川合茂兵衛氏・樋口市右衛門氏文書目
録、中田一三朗氏・辰馬半右衛門氏文書目録、西宮市鳴尾支所文書目
録） 

西宮市史編集委員会 西宮市 1958 

有形文化財 西宮市史編集資料目録集第14（市史編集資料統計表） 西宮市史編集委員会 西宮市 1959 

有形文化財 西宮市史編集資料目録集第15（広瀬治兵衛氏文書目録、前田伊八氏文書
目録、門戸部落有文書目録） 西宮市史編集委員会 西宮市 1959 

有形文化財 西宮市史編集資料目録集第16（神呪寺文書・中島保昌氏文書目録、東光
寺文書・田原勇氏文書目録、日下萬之助氏文書目録） 西宮市史編集委員会 西宮市 1961 

有形文化財 
西宮市史編集資料目録集第17（西宮市役所所蔵・架蔵史料目録、西宮市
立図書館架蔵史料目録、関西学院大学図書館架蔵西宮・今津関係酒造史
料目録） 

西宮市史編集委員会 西宮市 1961 

その他 西宮市戦後教育史 20年の歩み 西宮市戦後教育史編集員会 西宮市教育委員会 1970 
その他 西宮市戦後教育史 続   西宮市教育委員会 1994 

文化財 幕末・明治の海防関連文化財群の調査研究―広域に所在する
文化財群の調査と活用― 

兵庫県歴史文化遺産活用活性
化実行委員会 

兵庫県歴史文化遺産活用活
性化実行委員会 2015 

その他 西宮市勢90周年 西宮という町―西宮歴史資料写真展より―   西宮市総務局総務統括室情報公
開課 2015 

その他 塩瀬山口歴史年表  長濃丈夫 西宮市教育委員会 1955 
その他 西宮歴史年表   西宮市立総合教育センター 1987 
その他 西宮郷土資料集   西宮市教育委員会 2020 
記念物 西宮の自然と歴史展目録   西宮市 1964 
記念物 西宮市文化財調査報告書『西宮市越木岩神社社叢林調査報告書』   西宮市教育委員会 1979 
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有形文化財 研究報告第10集 尼崎城御門通札の変遷と城内通行―岡本家大庄屋日
記の事例から―   西宮市立郷土資料館 2013 

その他 研究報告第10集 西宮市の今津の発展と小豆嶋屋   西宮市立郷土資料館 2013 

民俗文化財 研究報告第10集 尼崎藩大庄屋高井宗官家の役割―摩耶山天上寺周辺
の宗教的環境のなかで―   西宮市立郷土資料館 2013 

有形文化財 研究報告第11集 影印本「岡本家文書」について   西宮市立郷土資料館 2017 
有形文化財 研究報告第11集 翻刻 影印本「岡本家文書」第二巻   西宮市立郷土資料館 2017 
文化財 西宮市立郷土資料館第1回特別展展示資料目録「西宮の文化財」   西宮市立郷土資料館 1986 
有形文化財 西宮市立郷土資料館第2回特別展展示資料目録「教科書その一世紀」   西宮市立郷土資料館 1987 
文化財 西宮市立郷土資料館第3回特別展展示案内図録「道・旅・宿場」   西宮市立郷土資料館 1988 

民俗文化財 西宮市立郷土資料館第4回特別展展示案内図録「農具と年中行事 ―たが
やす、まつる。―」   西宮市立郷土資料館 1989 

民俗文化財 西宮市立郷土資料館第5回特別展展示案内図録 
「西宮の絵馬 （いのり、ねがい。）」   西宮市立郷土資料館 1990 

民俗文化財 西宮市立郷土資料館第6回特別展展示案内図録 
第6回「西宮の職人たち」   西宮市立郷土資料館 1991 

有形文化財 
西宮市立郷土資料館第7回特別展展示案内図録 
「郊外生活のすすめ 1900/1950―電車ポスターにみる西宮の郊外生活
文化―」 

  西宮市立郷土資料館 1992 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第8回特別展展示案内図録 
「銅銭の考古学（出土した中世の埋蔵銭からわかること）」   西宮市立郷土資料館 1993 

有形文化財 
西宮市立郷土資料館第9回特別展展示案内図録 
「八十塚発掘 ～三十八年間にわたる群集墳発掘調査の成果
～」 

  西宮市立郷土資料館 1994 

その他 西宮市立郷土資料館第10回特別展展示案内図録 
「新収資料展 （10 Years Collection）」   西宮市立郷土資料館 1995 

民俗文化財 西宮市立郷土資料館第11回特別展展示案内図録 
「発明とデザイン ～近代の民具～」   西宮市立郷土資料館 1996 

民俗文化財 西宮市立郷土資料館第12回特別展展示案内図録 
「江戸時代の西宮と海 ～鰯を追う、酒を運ぶ。～」   西宮市立郷土資料館 1997 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第13回特別展展示案内図録 
「紅野芳雄『考古小録』～西宮考古学のパイオニア～｣   西宮市立郷土資料館 1998 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第14回特別展展示案内図録 
「『学校探検』」   西宮市立郷土資料館 1999 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第15回特別展展示案内図録 
「西宮古地図大観（文化財保護法50年記念事業）」   西宮市立郷土資料館 2000 

民俗文化財 西宮市立郷土資料館第16回特別展展示案内図録 
「道具の記録／道具の記憶」   西宮市立郷土資料館 2001 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第17回特別展展示案内図録 
「西宮北口、発掘物語。」   西宮市立郷土資料館 2002 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第18回特別展展示案内図録 
「昔西宮名所独案内」   西宮市立郷土資料館 2003 

その他 西宮市立郷土資料館第19回特別展展示案内図録 
「西宮歴史大発見 」   西宮市立郷土資料館 2004 

無形文化財 西宮市立郷土資料館第20回特別展展示案内図録 
「藩札を漉く （江戸時代の名塩紙と藩札）」   西宮市立郷土資料館 2005 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第21回特別展「スポーツの賑わい（「のじぎく国
体」開催記念）」目録   西宮市立郷土資料館 2006 

民俗文化財 西宮市立郷土資料館第22回特別展展示案内図録 
「西宮の漁師 ―漁具と伝承―」   西宮市立郷土資料館 2007 

民俗文化財 西宮市立郷土資料館第23回特別展展示案内図録 
「日･用･美 ―民具のパーマネント=コレクション展―｣   西宮市立郷土資料館 2007 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第24回特別展展示案内図録 
「西宮の寺院縁起」   西宮市立郷土資料館 2008 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第25回特別展展示案内図録 
「よみがえる江戸時代の西宮 ―西宮町のすがた―」   西宮市立郷土資料館 2009 

民俗文化財 西宮市立郷土資料館第26回特別展展示案内図録 
「西宮の山岳信仰」   西宮市立郷土資料館 2011 

民俗文化財 西宮市立郷土資料館第27回特別展展示案内図録 
「西宮の講 ―つどいの民俗―」   西宮市立郷土資料館 2011 

民俗文化財 西宮市立郷土資料館第28回特別展展示案内図録 
「西宮の祭礼 ―だんじり巡行を支える人びと―」   西宮市立郷土資料館 2012 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第29回特別展展示案内図録 
「西宮の前方後円墳 ―津門稲荷山古墳をさぐる―」   西宮市立郷土資料館 2013 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第30回特別展展示案内図録 
「西宮の古文書 ―岡本家文書の世界―」   西宮市立郷土資料館 2014 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第31回特別展展示案内図録 
「阪神沿線ごあんない―にしのみやの郊外生活―」   西宮市立郷土資料館 2015 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第32回特別展展示案内図録 
「西宮町人の生活と文化 ―江戸時代の日記を読み解く―」   西宮市立郷土資料館 2016 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第33回特別展展示案内図録 
「念仏行者徳本 ―行脚の足跡と女人救済―」   西宮市立郷土資料館 2017 

有形文化財 西宮市立郷土資料館第34回特別展展示案内図録 
「八十塚古墳群の時代 ―武庫平野における群集墳の成立と展開―」   西宮市立郷土資料館 2018 
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民俗文化財 西宮市立郷土資料館第35回特別展展示案内図録 
「すなどりの具～西宮の漁具～」   西宮市立郷土資料館 2019 

その他 西宮市立郷土資料館ニュース第1号~第53号   西宮市立郷土資料館 1987～2021 

民俗文化財 西宮市無形文化財緊急調査年報 平成29年度（2017）   西宮市立郷土資料館 2018 

民俗文化財 西宮市無形文化財緊急調査年報 平成30年度（2018）   西宮市立郷土資料館 2019 
民俗文化財 西宮市無形文化財緊急調査年報 令和元年度（2019）   西宮市立郷土資料館 2021 
民俗文化財 西宮のむかし話 児童文学から文学へ 生駒幸子・森田雅也 関西学院大学出版会 2011 
民俗文化財 日本民俗学実習調査報告書2 西宮市名塩の民俗   神戸女子大学文学部史学科 2000 
民俗文化財 日本民俗学実習調査報告書3 西宮市山口町上山口・下山口の民俗   神戸女子大学文学部史学科 2001 
民俗文化財 日本民俗学実習調査報告書4 西宮市山口町船坂の民俗   神戸女子大学文学部史学科 2002 
その他 新市域紹介資料展覧会目録 飯野一 西宮市立図書館 1952 
その他 西宮新市域風土記   西宮市立図書館 1953 

その他 西宮市立郷土資料館学芸員論集   西宮市立郷土資料館学芸員論集
刊行会 2017 

記念物 山口町の生物 郷土資料誌 4   西宮市立山口中学校 1972 
記念物 西宮市貝類館収蔵標本目録 1   西宮市貝類館 2005 
記念物 西宮市貝類館収蔵標本目録 2   西宮市貝類館 2007 
記念物 西宮市貝類館収蔵標本目録 3   西宮市貝類館 2010 
記念物 西宮市貝類館収蔵標本目録 4   西宮市貝類館 2012 
記念物 西宮市貝類館収蔵標本目録 5   西宮市貝類館 2014 
有形文化財 西宮市大谷記念美術館 所蔵品目録   (公財)西宮市大谷記念美術館 1991 
有形文化財 西宮市大谷記念美術館 開館30周年記念所蔵品目録   (公財)西宮市大谷記念美術館 2003 
記念物 甲山の自然 甲山の誕生と生育する植物（西宮の自然ガイド1）   西宮市立総合教育センター 1988 
記念物 身近な自然 西宮の各地で見られる身近な自然（西宮の自然ガイド5）   西宮市立総合教育センター 1993 
記念物 貝はともだち 西宮でみられる貝 西宮市貝類館 西宮市立総合教育センター 2009 

埋蔵文化財 新発見・西宮の地下に眠る古代遺跡（大手前大学市学研究所・西宮市教
育委員会合同シンポジウム）   大手前大学史学研究所 2018 

民俗文化財 武庫川女子大学附属総合ミュージアム設置準備室 シンポジウム「きも
の意匠の近代化」報告書   かんさい・大学ミュージアム連

携実行委員会 2020 

民俗文化財 武庫川女子大学資料館 平成22年度 秋季展覧会図録「生活文化玉手
箱シリーズ① キモノの文字文様に託された世界」  横川公子 武庫川女子大学資料館 2010 

民俗文化財 
武庫川女子大学資料館 平成23年度 秋季展覧会図録「生活文化玉手
箱シリーズ② 共感のちから 無名のちから―明治・大正・昭和を生き
た人々の手芸品」 

横川公子 武庫川女子大学資料館 2011 

民俗文化財 
武庫川女子大学資料館 平成24年度 秋季展覧会図録「生活文化玉手
箱シリーズ③ 色香り 街に咲く キモノの華物語―明治・大正・昭和の
お召を中心に―」 

横川公子 武庫川女子大学出版部 2012 

民俗文化財 武庫川女子大学資料館 平成25年度 秋季展覧会図録「生活文化玉手
箱シリーズ④ 花を着る―キモノにたくされた花鳥風月―」 横川公子 武庫川女子大学出版部 2013 

民俗文化財 
武庫川女子大学附属総合ミュージアム設置準備室 平成26年度 秋季
展覧会図録「生活文化玉手箱シリーズ⑤きものに寄せられた物語―モダ
ンへの讃歌と着こなしへのこだわり―」 

横川公子 武庫川女子大学出版部 2014 

民俗文化財 
2017年度 武庫川女子大学附属総合ミュージアム設置準備室秋季展覧
会図録「近現代のきものと暮らし―技術革新の成果と新しい担い手の成
立―」 

横川公子 武庫川女子大学附属総合ミュー
ジアム設置準備室 2017 

民俗文化財 2018年度 武庫川女子大学附属総合ミュージアム設置準備室秋季展覧
会図録「粗品？粗品！ー時代の空気感を映すー」 横川公子 武庫川女子大学附属総合ミュー

ジアム設置準備室 2018 

民俗文化財 2019年度 武庫川女子大学附属総合ミュージアム設置準備室秋季展覧
会図録「ハレの日のきもの ―近代の裾文様―」 横川公子 武庫川女子大学附属総合ミュー

ジアム設置準備室 2019 

その他 『甲子プロジェクト報告集』第1号    武庫川女子大学生活美学研
究所 2017 

その他 『甲子プロジェクト報告集』第2号    武庫川女子大学生活美学研
究所 2018 

有形文化財 『関西学院大学図書館所蔵史料目録』第一輯   関西学院大学図書館 1984 
有形文化財 『関西学院大学図書館所蔵史料目録』第二輯   関西学院大学図書館 1988 
有形文化財 『関西学院大学図書館所蔵史料目録』第三輯   関西学院大学図書館 1998 
有形文化財 『関西学院大学図書館所蔵史料目録』第四輯   関西学院大学図書館 2018 

その他 「西宮」に関する総合研究 1993―1995年度 関西学院大学共同研究
報告書   関西学院大学「西宮」研究会 1996 

民俗文化財 西宮酒造業と丹波杜氏についての研究 西宮市立東高等学校地歴部   1980 
その他 兵庫県の漁業についての地理学的研究 西宮市立東高等学校地歴部   1983 
有形文化財 辰馬考古資料館新収 辰馬悦蔵翁旧蔵 富岡鉄斎 鉄斎美術館 (公財)辰馬考古資料館 1981 
有形文化財 辰馬考古資料館 考古資料図録   (公財)辰馬考古資料館 1988 
有形文化財 銅鐸   (公財)辰馬考古資料館 1978 
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  今津先賢遺文集（甲麓摘芳第二編） 鷲尾正久 芸香社（辰馬悦蔵・吉井太郎・
鷲尾正久） 1941 

その他 甲東村 渡辺久雄 葛城書店 1942 
  「西宮」創刊号 田岡香逸ほか 西宮史談会 1942 
  「西宮」第2号 田岡香逸ほか 西宮史談会 1943 
  「西宮」第3号 田岡香逸ほか 西宮史談会 1946 
有形文化財 摂津有馬郡塩瀬村名塩 教行寺文書 田岡香逸 甲陽文庫 1950 
  「西宮文化」第1号～第12号 田岡香逸ほか 西宮史談会 1951～1953 
その他 近世の宿駅争論  摂津国有馬郡生瀬駅の歴史 八木哲浩   1954 
有形文化財 西宮史料集 田岡香逸 西宮文化協会、西宮史談会 1954 
  郷土先賢遺墨著展覧会出品目録   西宮文化協会 1955 
その他 生瀬の歴史 松岡孝彰   1957 
その他 下大市今昔物語 松岡孝彰 下大市自治連絡協議会 1963 
民俗文化財 ふるさとの祭 桐山宗吉 のじぎく文庫 1963 
  「西宮文化」第1号～第27号 堀内泠（編集者） 西宮文化協会 1963～1996 

民俗文化財 郷土資料シリーズ 西宮歌謡風土記（その1） 
俗謡・俚謡・音頭・小唄などの部 長村卓   1964 

民俗文化財 十日戒考 その歴史と民俗 吉井良隆   1964 
有形文化財 西摂大観 上巻（縮刷版）   中外書房 1965 
有形文化財 西摂大観 下巻（縮刷版）   中外書房 1965 
有形文化財 西摂大観 郡部（縮刷版）   中外書房 1965 

民俗文化財 郷土資料シリーズ 西宮歌謡風土記（その2） 
労働作業歌の部 追録―［その1］の補足― 長村卓   1965 

民俗文化財 西宮・芦屋神社名鑑  吉井貞俊   1967 
  西宮文化協会会報   西宮文化協会 1968～2020 
民俗文化財 西宮神社氏子青年若戎会の歩み 吉井貞俊   1969 
  勝部如春齋展（第1回郷土の文化財展覧会）   西宮文化協会 1969 
その他 甲陽文化ノート（一） 西宮地名考―地名から見た西宮の歴史― 田岡香逸 民俗文化研究会 1970 
  西宮の先覚50人展（第2回郷土の文化財展覧会）   西宮文化協会 1970 
その他 津門之今昔 津門区有財産管理委員会   1971 

有形文化財 近世交通史料集5 中山道宿村大概帳 「山﨑通宿村大概
帳」山崎 芥川 郡山 瀬川 昆陽 西宮   吉川弘文館 1971 

民俗文化財 甲陽文化ノート（二）日本神信仰史の研究ー西宮の延喜式内の歴史ー 田岡香逸 民俗文化研究会 1971 
その他 西宮市山口町ガイドブック 長村卓   1971 
民俗文化財 山口音頭（袖下節）集 山口町袖下民踊育成保存会長村卓   1971 
その他 西宮風物誌 吉井貞俊 西宮ライオンズクラブ 1972 
  西宮を語る碑文展   西宮文化協会 1972 

その他 今津物語―西宮市立今津小学校創立百周年記念― 今津小学校百周年記念事業委員会編
集部会 

今津小学校百周年記念事業委員
会 1973 

その他 郷土の城ものがたり 阪神編 “郷土の城ものがたり”阪神地区編集
委員会 (財)兵庫県学校厚生会 1973 

民俗文化財 郷土の民話 阪神編 “郷土の民話”阪神地区編集委員会 (財)兵庫県学校厚生会 1973 
その他 酒都遊観記―酒都歳時記― 酒都遊観記刊行委員会 酒都遊観記刊行委員会 1974 
その他 宮水 帯水層の形成とその歴史 田岡香逸 宮水保存調査会 1974 
その他 甲子園の回想 石田恒信   1975 
民俗文化財 西宮方言集   堀内泠 1975 
有形文化財 摂津名所図会 上巻   古典籍刊行会 1975 
有形文化財 摂津名所図会 下巻   古典籍刊行会 1975 
その他 明治・大正・昭和 西宮懐古写真集 西宮文化協会 堀内泠   1975 
  郷土の酒造り展   西宮文化協会 1976 
民俗文化財 兵庫県民俗芸能誌 喜多慶治 錦正社 1977 

記念物 西宮の自然 西宮自然保護協会 西宮市甲子園ロータリーク
ラブ 1977 

その他 歩こう知ろう西宮レクリエーションガイド   西宮観光協会 1977 
有形文化財 『摂陽群談』 岡田溪志 雄山閣出版 1977 

民俗文化財 郷土資料シリーズ 西宮歌謡風土記（その1―俗謡・俚謡・音頭・小唄
などの部― その2ー労働作業歌の部ーの補遺） 長村卓   1978 

その他 なるを 郷土の歴史を訪ねて 大道歳男 鳴尾郷土史研究会 1979 
その他 地域情報誌『宮っ子』1号～369号   西宮コミュニティ協会 1979~2021 
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記念物 続西宮の自然 西宮自然保護協会 西宮市甲子園ロータリークラブ 1980 
民俗文化財 西宮むかし話 その一 藤本浩一 社団法人西宮青年会議所 1981 
有形文化財 西摂石屋の石造文化圏とその石大工  田岡香逸   1981 
民俗文化財 ひょうごの仕事うた 河野年彦 神戸新聞出版センター 1981 
その他 西宮郷土誌 廣田神社史を中心として 奥村孝雄   1981 
  西宮の文化展覧会 西宮の書画展目録 第12回   西宮文化協会 1981 
民俗文化財 なじおの年中行事   名塩探史会 1982 
その他 兵庫ふるさと散歩7 西宮文学風土記［上］ 南野武衛 神戸新聞出版センター 1982 
その他 兵庫ふるさと散歩8 西宮文学風土記［下］ 南野武衛 神戸新聞出版センター 1982 
その他 図説 摂津国有馬郡紙幣史 高田義久 兵庫藩札保存会 1982 

その他 『西宮の地場産業』西宮市船坂地域の寒天産業の地理的考察 1971～
1972 間森誉司   1982 

その他 酒の町 西宮   西宮青年会議所 1982 
その他 故園回顧 鷲尾三郎   1984 
その他 歩いてみよう西宮「夙川･甲山」編   西宮自然保護協会 1988 
その他 ふるさとの想い出 写真集明治 大正 昭和 西宮 南野武衛 堀内泠 国書刊行会 1988 
有形文化財 西宮芦屋の杜 吉井貞俊   1989 

その他 西宮市「町の冒険探検団」 「町はぼくらの冒険教室」事業推進
委員会  兵庫県子ども会連合会 1990 

その他 続歩いてみよう西宮「武庫川から海へ」編   西宮自然保護協会 1991 

その他 甲東村から 呉下の阿蒙 渡辺久雄 神戸新聞総合出版センター・の
じぎく文庫 1993 

有形文化財 西宮市立図書館所蔵酒造書の翻刻について(酒史研究) 鎌谷親善 日本酒造史学会 1995 

民俗文化財 兵庫探検 民俗編 復刻版 神戸新聞社学芸部兵庫探検民俗編取
材班 神戸新聞 1996 

有形文化財 摂津名所図会 第1巻 秋里籬島 臨川書店 1996 
有形文化財 摂津名所図会 第2巻 秋里籬島 臨川書店 1996 
記念物 甲東 川とみどりと史跡の＊ウォーキングマップ   甲東文化財保存会 1997 
その他 西宮の郵便印 郷土史編 藤田卯三郎 西宮郵趣会 1997 
その他 阪神間モダニズム 「阪神間モダニズム」展実行委員会   1997 
民俗文化財 名塩の方言つづり   名塩探史会 1998 
民俗文化財 有馬篭  有馬竹製品商工会 (財)山口町徳風会 1999 
その他 町名の話―西宮の歴史と文化― 山下忠男 西宮商工会議所 2000 
有形文化財 錦絵に描かれた西宮樽廻船問屋藤田伊兵衛  藤田卯三郎   2000 
その他 目でみる 西宮の100年   郷土出版社 2000 
民俗文化財 だんじり幕の物語   越木岩区有財産管理委員会 2000 
その他 なるお―鳴尾・西宮合併50周年記念誌― 合併50周年記念事業実行委員会   2001 

民俗文化財 鳴尾の一本松とえびす信仰―寄り神と海流―『ねがい一生と死の仏教民
俗ー』御影史学研究会民俗叢書14 井阪康二 岩田書院 2002 

その他 元気してます!熟年パワー語り部コーナー放送記録(1)  
西宮市生涯学習大学宮水学園自
主グループミレニアム2000西
宮 

2002 

その他 西宮の酒造家が出資した日本紡織会社の顛末  藤田卯三郎   2003 

その他 元気してます!熟年パワー語り部コーナー放送記録(2)   
西宮市生涯学習大学宮水学園自
主グループミレニアム2000西
宮 

2003 

有形文化財 古地図を楽しむ 吉井貞俊 新風書房 2003 
その他 六軒から千軒への歴史再発見    西宮市六軒自治会 2004 
その他 西宮・御影の酒造家が創業した神戸貯蓄銀行盛衰史  藤田卯三郎   2004 

その他 元気してます!熟年パワー語り部コーナー放送記録(3)   
西宮市生涯学習大学宮水学園自
主グループミレニアム2000西
宮 

2004 

民俗文化財 しゃこおどり伝説 佐藤洋次 あしぶえ出版 2005 
その他 古地図でみる 阪神間の地名 大国正美 神戸新聞総合出版センター 2005 
記念物 ふるさと西宮の自然   西宮自然保護協会 2005 
有形文化財 尼崎藩領界標石 荒木勉 荒木勉 2007 

その他 西宮・灘目と京・伏見を比較して酒税滞納公売処分を中心に酒造家の興
亡を見る  藤田卯三郎   2007 

その他 平成18年度宮水学園祭 瓦木地区の文化財と史跡資料集    
西宮市生涯学習大学宮水学園自
主グループミレニアム2000西
宮 

2007 
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民俗文化財 西宮歴史調査団調査報告書第2集『西宮の地蔵』（文化財資料第59
号） 西宮市立郷土資料館 西宮市教育委員会 2013 

有形文化財 西宮歴史調査団調査報告書第3集『西宮の橋梁』（文化財資料第68
号） 西宮市立郷土資料館 西宮市教育委員会 2021 

文化財 西宮歴史調査団年報 2006年度版 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2008 
文化財 西宮歴史調査団年報 2007年度版 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2009 
文化財 西宮歴史調査団年報 2008年度版 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2010 
文化財 西宮歴史調査団年報 2009年度版 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2011 
文化財 西宮歴史調査団年報 2010年度版 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2012 
文化財 西宮歴史調査団年報 2011年度版 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2013 
文化財 西宮歴史調査団年報 2012年度版 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2014 
文化財 西宮歴史調査団年報 2013年度版 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2015 
文化財 西宮歴史調査団年報 2014年度版 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2016 
文化財 西宮歴史調査団年報 2015年度版 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2017 
文化財 西宮歴史調査団年報 2016年度版 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2018 
文化財 西宮歴史調査団年報 2017年度版 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2019 
文化財 西宮歴史調査団年報 2018年度版 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2020 
文化財 西宮歴史調査団年報 2019年度版 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2020 

有形文化財 西宮歴史調査団ニュース第1号「新堀川はし物語―橋梁調査班・新堀川
チームの調査から―」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2014 

有形文化財 西宮歴史調査団ニュース第2号「西宮町宗門帳をもとにした人口などの
集計の試み」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2014 

有形文化財 西宮歴史調査団ニュース第2号「西宮町宗門帳に記載された旦那寺につ
いて」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2014 

有形文化財 西宮歴史調査団ニュース第3号「太多田川の橋と伝承(上)」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2015 

有形文化財 西宮歴史調査団ニュース第4号「「駅前橋」は残った―山口町を流れる
西川の調査から―」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2015 

有形文化財 西宮歴史調査団ニュース第4号「太多田川の橋と伝承(下)」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2015 

民俗文化財 西宮歴史調査団ニュース第5号「赤くてかわいい竜吐水(竜吐水班中間報
告)」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2017 

有形文化財 西宮歴史調査団ニュース第6号「宗門帳に見る幕末の濱東町二丁目」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2017 

文化財 西宮歴史調査団ニュース第7号「歴史遺産保存活用フォーラムin尼崎 
参加報告」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2018 

有形文化財 西宮歴史調査団ニュース第7号「何故か気になる鎌田三伯―旧西宮町宗
門帳の調査から―」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2018 

民俗文化財 西宮歴史調査団ニュース第8号「竜吐水、精いっぱい働いた！」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2018 
民俗文化財 西宮歴史調査団ニュース第9号「竜吐水製作所について」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2019 
有形文化財 西宮歴史調査団ニュース第10号「国道2号橋梁調査のエピソード」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2019 
有形文化財 西宮歴史調査団ニュース第10号「夙川には「夙川橋」が4つある」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2019 
有形文化財 西宮歴史調査団ニュース第11号「濱東町宗門帳の印鑑について」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2019 

有形文化財 西宮歴史調査団ニュース第12号「信行寺―法灯を守り続けて630年
―」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2020 

有形文化財 西宮歴史調査団ニュース第13号「竜吐水と火災報道」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2021 
有形文化財 西宮歴史調査団ニュース第13号「里帰りした竜吐水」 西宮歴史調査団 西宮市立郷土資料館 2021 

 

西宮市文化財保存活用地域計画 
－資料編ー 

 
令和4年（2022）3月15日 

西宮市 産業文化局 文化スポーツ部 文化財課 


