
 

平成 28 年 11 月 15 日  

市長定例記者会見資料  

 

文化財ウォーク～さくら FM まちたびラヂヲ特番～ 

 

 ラヂヲを聞きながら市内の史跡など文化財を歩いてめぐる、『文化財ウォーク～さくら

FM まちたびラヂヲ特番さくら FM ウォーク～』を実施します。 

 ふだん文化財に関心がうすい人や、文化財ウォークに参加できない人、まちたびラヂ

ヲのリスナーなどに身近な文化財を知ってもらう目的で、西宮市立郷土資料館とさくら

FM との共同企画として行います。 

 

１ 事業の概要 

（１）名称 

文化財ウォーク～さくら FM まちたびラヂヲ特番さくら FM ウォーク～ 

（２）日時 

平成２８年１１月２０日（日）９時～１２時３０分 

ウォークは９時３０分～１２時３０分（番組は９時～１２時３０分） 

（３）場所 

①集合：アクタ西宮２階円形デッキ 

②解散：JR 甲子園口駅前 

（４）内容 

文化財ウォーク現地とスタジオからのさくら FM 二元生放送。 

①西宮市立郷土資料館学芸員の引率、解説により、瓦木地区の史跡などを現地見

学し、その模様をさくら FM「まちたびラヂヲ」の特番「さくら FM ウォーク」とし

て生中継して放送する。 

②さくら FM スタジオからは、番組パーソナリティと学芸員が見学先にちなんだ歴

史・地域トークを生放送する。 

③主な見学先は、日野神社（瓦林城跡伝承地）、徳本上人名号碑、極楽寺瓦林三河

守墓など。 

（５）対象者：どなたでも 

（６）参加方法：事前申込み不要、参加費無料 

当日朝９時３０分までにアクタ西宮２階円形デッキに集合 

（７）天候による催行・中止判断：当日朝８時３０分以降に郷土資料館に電話で確認 

（８）主 催：西宮市立郷土資料館・西宮市広報課・さくら FM の共催 

 

２ 対象者への周知 

 対象者への周知は、市政ニュース（１０月２５日号）、市ホームページ等に掲載して

います。 

以上 

 （問合せ） 西宮市立郷土資料館 ０７９８－３３－１２９８、 ３３－２０７４  



国 種類 名称 員数 所在地 指定年月日 所有者

短刀 銘来國俊 1口 昭和28年11月14日

短刀 朱銘貞宗（名物伏見貞宗）　本阿
（花押）

1口 昭和29年3月20日

重要文化財 建造物 西宮神社 表大門 1棟 西宮市社家町1-17 大正15年4月19日 （宗）西宮神社

西宮神社 大練塀 3棟 昭和13年7月4日

神戸女学院　総務館、講堂及び礼拝
堂 図書館 文学館 理学館 音楽館 体
育館 葆光館 社交館 ケンウッド館 エッ
ジウッド館 気罐室 正門及び門衛舎
附パーゴラ1所

12棟 西宮市岡田山13-1
他

平成26年9月18日 (学)神戸女学院

絵画 紙本著色山王霊験記 1巻 西宮市上甲東園1-
10-40

昭和13年7月4日 (公財)頴川美術館

紙本墨画三保松原図 6幅 昭和34年6月27日

絹本著色阿弥陀曼荼羅図 1幅 昭和48年6月6日

絹本墨画淡彩寒林重汀図　董其昌の
褾題がある

1幅 西宮市苦楽園三番
町14-50

昭和45年5月25日 (公財)黒川古文化研
究所

絹本著色安倍仲麻呂明州望月 円通
大師呉門隠棲図　富岡鉄斎筆　大正
三年五月の年記がある　六曲屏風

1双 西宮市松下町2-28 昭和44年6月20日 (公財)辰馬考古資料
館

紙本著色三十六歌仙切(伊勢)　佐竹
家伝来

1幅 西宮市甲子園四番
町

昭和10年4月30日 個人

紙本著色三十六歌仙切(重之)　佐竹
家伝来

1幅 昭和11年5月6日

彫刻 木造如意輪観音坐像 1躯 西宮市甲山町25-1 明治37年2月18日 (宗)神呪寺

木造不動明王坐像 1躯 明治37年2月18日

木造弘法大師坐像 1躯 明治37年2月18日

木造聖観音立像 1躯 明治37年2月18日

木造阿弥陀如来立像 1躯 西宮市津門西口町
14-12

明治37年2月18日 (宗)昌林寺

木造善導大師坐像 1躯 大正9年4月15日

木造阿弥陀如来及両脇侍像 3躯 西宮市生瀬町2-
20-24

明治37年2月18日 (宗)淨橋寺

木造阿弥陀如来立像 1躯 西宮市山口町上山
口1-4-5

明治37年2月18日 (宗)明徳寺

工芸品 赤楽茶碗(無一物）長次郎作 1口 西宮市上甲東園1-
10-40

昭和46年6月22日 (公財)頴川美術館

銅鐘（寛元二年ノ銘文アリ） 1口 西宮市生瀬町2-
20-24

明治37年2月18日 (宗)淨橋寺

太刀 菊御作 1口 西宮市苦楽園三番
町14-50

昭和25年8月29日 (公財)黒川古文化研
究所

太刀 銘備前國長船住景光　裏□月日 1口 昭和25年8月29日

太刀 銘大和則長作 1口 昭和27年7月19日

刀 無銘傳行光 1口 昭和27年7月19日

刀 無銘傳行光 1口 昭和27年7月19日

太刀 銘國光 1口 昭和27年7月19日

刀 無銘長谷部 1口 昭和28年3月31日

国宝 工芸品 西宮市苦楽園三番
町14-50

(公財)黒川古文化研
究所



国 種類 名称 員数 所在地 指定年月日 所有者

豊干禅師図鐔 銘安親 1枚 昭和28年11月14日

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

1口 昭和30年2月2日

太刀 銘一 1口 昭和30年6月22日

太刀 銘包次 1口 昭和53年6月15日

太刀 銘國宗 1口 西宮市南郷町 昭和12年5月25日 個人

紫紙金字金光明最勝王経巻第三 1巻 昭和25年8月29日

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

1巻 昭和25年8月29日

霊石如芝墨蹟　正堂偈　天暦庚午孟
春

1幅 西宮市甲子園四番
町

昭和39年1月28日 個人

流水文銅鐸　福井縣坂井郡大石村大
字井向出土

1口 昭和28年3月31日

注口土器　茨城県稲敷郡高田村椎塚
貝塚出土

1箇 昭和28年3月31日

流水文銅鐸 1口 昭和35年6月9日

横帯文銅鐸　伝伯耆国出土 1口 昭和35年6月9日

変形方格渦文鏡 1面 昭和35年6月9日

土偶　千葉県銚子市（旧海上郡海上
村）余山貝塚出土

1箇 昭和36年2月17日

袈裟襷文銅鐸　大阪府南河内郡太子
町大字山田出土

1口 昭和37年2月2日

人面装飾付注口土器　茨城県稲敷郡
東村大字福田出土

1箇 昭和38年2月14日

袈裟襷文銅鐸 1口 昭和38年2月14日

袈裟襷文有鐶銅鐸 1口 昭和59年6月6日

突線袈裟襷文銅鐸　愛知県名古屋市
瑞穂区軍水町出土

1口 昭和59年6月6日

袈裟襷文銅鐸 1口 昭和59年6月6日

袈裟襷文銅鐸　岡山県井原市木之子
町猿森出土

1口 昭和59年6月6日

袈裟襷文銅鐸 1口 昭和59年6月6日

流水文銅鐸　伝奈良県出土 1口 昭和60年6月6日

流水文銅鐸 1口 昭和60年6月6日

流水文銅鐸 1口 昭和60年6月6日

注口土器　青森県西津軽郡木造町
亀ヶ岡遺跡出土

1箇 平成元年6月12日

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

2口 昭和61年6月6日

重要文化財 工芸品 西宮市苦楽園三番
町14-50

(公財)黒川古文化研
究所

書跡 西宮市苦楽園三番
町14-50

(公財)黒川古文化研
究所

考古資料 西宮市松下町2-28 (公財)辰馬考古資料
館



国 種類 名称 員数 所在地 指定年月日 所有者

長門国鋳銭遺物　山口県下関市長府
町豊浦村出土

　和銅開珎銭笵残欠 12箇

　坩堝残欠 2箇

　鞴口残欠 2箇

碧玉製摸造品弓矢等　伝奈良県天理
市布留出土

8箇 昭和39年1月28日

羽黒山御手洗池出土銅鏡 140面 昭和43年4月25日

人形浄瑠璃文楽人形 西宮市川東町 平成6年6月27日 塚本和男(吉田文
雀）

名塩雁皮紙 西宮市名塩 平成14年7月8日 谷野武信(谷野剛
惟）

史跡 西宮砲台 西宮市西波止町6
番1外

大正11年3月8日 阪神電気鉄道(株)

松山大学温山記念会館　本館 1棟 西宮市甲子園口1-
12-31

平成18年3月2日 (学)松山大学

松山大学温山記念会館　第二研修所 1棟 平成18年3月2日

松山大学温山記念会館　倉庫 1棟 平成18年3月2日

松山大学温山記念会館　防空壕 1棟 平成18年3月2日

松山大学温山記念会館　表門 1所 平成18年3月2日

松山大学温山記念会館　外塀 1棟 平成18年3月2日

浦家住宅主屋 1棟 西宮市南郷町 平成19年7月31日 個人

旧山本家住宅（山本清記念財団会館）
主屋

1棟 西宮市結善町3 平成19年12月5日 (財)山本清記念財団

旧山本家住宅（山本清記念財団会館）
蔵

1棟 平成19年12月5日

旧山本家住宅（山本清記念財団会館）
茶室

1棟 平成19年12月5日

旧山本家住宅（山本清記念財団会館）
門衛所

1棟 平成19年12月5日

旧山本家住宅（山本清記念財団会館）
表門及び塀

1棟 平成19年12月5日

武庫川女子大学甲子園会館（旧甲子
園ホテル）

1棟 西宮市戸崎町6他 平成21年1月8日 (学)武庫川学院

関西学院大学時計台（旧図書館） 1棟 西宮市上ヶ原一番
町2-10

平成21年8月7日 (学)関西学院

神戸女学院大学講堂・総務館・チャペ
ル

1棟 西宮市岡田山13-1
他

平成21年11月2日 (学)神戸女学院

神戸女学院大学図書館 1棟 西宮市岡田山13-1
他

平成21年11月2日 (学)神戸女学院

神戸女学院大学文学館 1棟 西宮市岡田山13-1
他

平成21年11月2日 (学)神戸女学院

神戸女学院大学理学館 1棟 西宮市岡田山13-1
他

平成21年11月2日 (学)神戸女学院

神戸女学院大学音楽学部一号館 1棟 西宮市岡田山13-1
他

平成21年11月2日 (学)神戸女学院

西宮神社　瑞寶橋 １基 西宮市社家町11 平成25年3月29日 (宗）西宮神社

西宮神社　嘉永橋 １基 西宮市社家町11 平成25年3月29日 (宗）西宮神社

重要文化財

無形

登録 建造物

西宮市苦楽園三番
町14-50

考古資料 西宮市松下町2-28 昭和39年1月28日 (公財)辰馬考古資料
館

(公財)黒川古文化研
究所



県 種類 名称 員数 所在地 指定年月日 所有者

八幡神社本殿 1棟 西宮市若山町3-31 昭和55年3月25日 (宗)八幡神社

旧辰馬喜十郎住宅 1棟 西宮市浜町8 昭和57年3月26日 南辰馬土地(株)

絵画 善慧上人伝絵 6巻 西宮市生瀬町2-
20-24

昭和37年7月16日 (宗)淨橋寺

流水文銅鐸(伝淡路出土） 1口 昭和62年3月24日

袈裟襷文銅鐸（伊丹市中村出土） 1口 昭和62年3月24日

袈裟襷文銅鐸（宍粟郡一宮町出土） 1口 昭和62年3月24日

袈裟襷文銅鐸（洲本市出土） 1口 昭和62年3月24日

横帯文銅鐸(出土地不詳） 1口 昭和63年3月22日

流水文銅鐸（伝滋賀県出土） 1口 昭和63年3月22日

流水文銅鐸(出土地不詳） 1口 昭和63年3月22日

流水文銅鐸(徳島県麻植郡出土） 1口 昭和63年3月22日

流水文銅鐸(徳島市出土） 1口 昭和63年3月22日

歴史資料 慶長十年摂津国絵図 1枚 西宮市川添町15-
26

平成12年5月2日 西宮市
(郷土資料館保管）

無形文化
財

名塩紙技術 西宮市塩瀬町名塩
2-10-8

昭和58年3月29日 名塩紙技術保存会

有形民俗
文化財

灘の酒造用具一式　附酒造用桶・樽
づくり道具一式167点

214種
517点

西宮市浜町4-10 昭和57年3月26日 (公財)白鹿記念酒造
博物館

西宮神社社叢 西宮市社家町1-17 昭和36年5月12日 (宗)西宮神社

満池谷層の植物遺体包含層 西宮市神原30 昭和40年3月16日 西宮市

海清寺の大クス 1本 西宮市六湛寺町7-
25

昭和41年3月22日 (宗)海清寺

広田神社のコバノミツバツツジ群落 西宮市大社町112 昭和44年3月25日 (宗)廣田神社

日野神社の社叢 西宮市日野町2-51 昭和46年4月1日 (宗)日野神社

山口の大カヤ 1本 西宮市山口町中野 昭和48年3月9日 個人

越木岩神社の社叢林 西宮市甑岩町5-4 昭和49年3月22日 (宗)越木岩神社

重要文化財 建造物

考古資料 西宮市松下町2-28 (公財)辰馬考古資料
館

天然記念
物



市 種類 名称 員数 所在地 指定年月日 所有者

公智神社神輿殿 1棟 西宮市山口町下山
口3-14-30

昭和49年3月20日 (宗)公智神社

今津灯台　付立札1枚 1基 西宮市今津西浜町
17

昭和49年3月20日 大関(株)

大市八幡神社本殿 1棟 西宮市若山町3-31 昭和54年3月20日 (宗)八幡神社

旧辰馬喜十郎住宅 1棟 西宮市浜町8 昭和56年3月25日 南辰馬土地(株)

神呪寺仁王門 1棟 西宮市甲山町25-1 昭和56年3月25日 (宗)神呪寺

海清寺三門　付棟札2枚 1棟 西宮市六湛寺町7-
25

平成8年3月12日 (宗)海清寺

石造七重塔 1基 西宮市鷲林寺町4-
8

昭和50年3月12日 (宗)鷲林寺

石造五輪塔 1基 昭和49年3月20日

石造五輪塔 1基 昭和57年2月2日

石造五輪塔 1基 平成6年3月30日

石造五輪塔 1基 西宮市川添町15-
26

昭和59年3月23日 西宮市
(郷土資料館保管）

五輪卒塔婆 1基 西宮市生瀬町2-
20-24

昭和53年3月8日 (宗)淨橋寺

石造五輪卒塔婆形板碑 1基 西宮市上鳴尾町
19-19

昭和60年3月25日 (宗)観音寺

絹本著色四社明神画像 1幅 西宮市下大市東町
23-3

昭和49年3月20日 (宗)永福寺

絹本著色虎関師錬画像 1幅 西宮市六湛寺町
10-40

昭和50年3月12日 (宗)茂松寺

紙本著色神呪寺縁起絵巻 3巻 西宮市甲山町25-1 昭和55年3月11日 (宗)神呪寺

絹本著色無因宗因画像 1幅 西宮市六湛寺町7-
25

昭和55年3月11日 (宗)海清寺

弥陀石仏 1躯 西宮市瓦林町16-8 昭和51年3月15日 (宗)極楽寺

大日如来坐像 1躯 西宮市段上町3-2-
3

昭和56年3月25日 (宗)西廣寺

観音菩薩像・勢至菩薩像 2躯 西宮市津門西口町
14-12

平成12年2月1日 (宗)昌林寺

工芸品 西宮神社銅鐘　慶長十五年ノ銘アリ 1口 西宮市社家町1-17 昭和49年3月20日 (宗)西宮神社

名塩産藩札文書と名塩の私札 7通40
枚

西宮市苦楽園三番
町14-50

昭和52年3月9日 (公財)黒川古文化研
究所

岡本家文書 68合一
括

西宮市川添町15-
26

昭和54年3月20日 個人
(郷土資料館保管）

浄橋寺文書 13合一
括

西宮市生瀬町2-
20-24

昭和56年3月25日 (宗)淨橋寺

下大市文書 13合一
括

昭和60年3月25日 個人
(郷土資料館保管)

鳥飼家文書 1合一
括

平成2年3月27日 個人
(郷土資料館保管)

桜戸雑話 5冊 平成4年3月23日 個人
(郷土資料館保管

西宮神社御社用日記 216点 西宮市社家町1-17 平成28年2月3日 （宗）西宮神社

石造露盤 1箇 昭和50年3月12日

浄橋寺古瓦（軒平瓦・軒丸瓦）　付外
箱1個

4個 昭和51年3月15日

(宗)淨橋寺西宮市生瀬町2-
20-24

重要文化財

考古資料

古文書

(宗)淨橋寺

絵画

彫刻

西宮市川添町15-
26

建造物

西宮市生瀬町2-
20-24



市 種類 名称 員数 所在地 指定年月日 所有者

甲山出土銅戈 1口 昭和58年3月25日

考古小録及び関係品 366点 平成22年5月12日

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

38点 平成26年11月12日

慶長10年摂津国絵図 1幅 昭和53年3月8日

豊臣氏奉行衆裁許状
前田玄以書状

2通 昭和61年3月25日

常夜燈型道標 1基 西宮市社家町1-17 昭和62年2月10日 (宗)西宮神社

如意庵(寺）過去帳 10冊 西宮市北名次町8-
5

昭和62年2月10日 (宗)如意寺

越木岩神社のおかげ踊り図絵馬 2面 西宮市甑岩町5-4 昭和55年3月11日 (宗)越木岩神社

灘酒酒造用具一式 246種
517点

昭和56年3月25日

酒造り用桶および樽造り道具一式 120種
167点

昭和56年3月25日

山口袖下踊り 山口町 昭和49年3月20日 山口町袖下民踊育
成保存会

岡太神社一時上臈 西宮市小松南町2-
2-8

昭和59年3月23日 岡太神社一時上臈
保存会

五ヶ山古墳群第2号墳 1基 西宮市仁川町6-13 昭和49年3月20日 西宮市

関西学院構内古墳 1基 西宮市上ヶ原一番
町1-155

昭和49年3月20日 (学)関西学院

青石古墳 1基 西宮市山口町下山
口字青石1643

昭和49年3月20日 (財)山口町徳風会

老松古墳 1基 西宮市苦楽園六番
町14-5

昭和56年3月25日

上ヶ原用水路 西宮市甲山町25番
地先ほか

昭和56年3月25日

甲山湿原 西宮市甲山町62-
74

昭和49年3月20日 西宮市

大市八幡神社の大クス 1本 西宮市若山町3-31 昭和55年3月11日 (宗)八幡神社

山口の大ケヤキ 1本 西宮市山口町下山
口

昭和57年2月2日 個人

公智神社社叢 西宮市山口町下山
口3-14-30

昭和58年3月25日 （宗)公智神社

クスノキ 1本 西宮市六湛寺町8-
26

平成3年3月25日 西宮市

西宮市川添町15-
26

西宮市
(郷土資料館保管）

西宮市川添町15-
26

西宮市
(郷土資料館保管）

考古資料

歴史資料

重要文化財

天然記念
物

有形民俗
文化財

西宮市浜町4-10 (公財）白鹿記念酒
造博物館

無形民俗
文化財

史跡

西宮市


