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所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

兵庫県の酒造風俗（昭和
４３結）

神戸市東部から西宮市今
津付近

選

灘の酒樽製作技術 神戸市 灘の酒樽製作技術保存会 選

本住吉神社のだんじり 住吉宮町　本住吉神社 5月4・5日 本住吉神社地車振興会 市　Ｈ11.2.24

弓弦羽神社のだんじり 御影郡家　弓弦羽神社 5月3・4日 弓弦羽神社地車協賛会 市　Ｈ9.10.23

東明八幡神社のだんじり 御影塚町　東明八幡神社 5月下旬の土日曜 東明祭礼奉賛会 市　Ｈ9.10.23

保久良神社のだんじり
本山町北畑　御旅所鷺宮
八幡神社

5月4・5日 保久良神社地車振興会 市　Ｈ11.2.24

河内国魂神社の猿田彦 国玉通　河内国魂神社 5月3日
河内国魂神社猿田彦保存
会

市　Ｈ9.10.23

船寺神社の獅子舞 船寺通　船寺神社 11月3日 船寺神社獅子舞保存会 市　Ｈ13.2.20

令和３年度
兵庫県教育委員会文化財課

資料より

※「指定等」欄の凡例　　国＝国指定、選＝国記録選択、県＝兵庫県指定、市・町＝市町指定

未来に伝える
ひょうごの無形民俗文化財

ひょうごの伝統文化（民俗芸能、行事、伝統工芸技術等）

　兵庫県は､昔の国名で播磨､但馬､淡路の3ｹ国と摂津､丹波国の一部をあわせた旧5ｹ国からなっており､5つの異な
る風土をもつことになり地域性は多様なものとなっている｡この多様な地域性のなか､地城に根ざし育まれた民俗芸
能･行事･伝統工芸技術等の伝統文化は､高度経済成長期の産業構造の変化の中で消滅変容したものもあるが､現在も
なお､数多く継承されている。
　民俗芸能の分布状況をみてみると､各自の特色をもちつつも、山陰道･山陽道などの陸路や､武庫川･加古川･市川･
揖保川･千種川･円山川などの河川や河川交通路にそって同種の民俗芸能がみられる｡これは､ある時期毎に､中央で流
行した芸能が地方に伝播し､その地城に根付き､その風土の中で変容しつつ独自性をもったことを示している。

■無形民俗文化財の登録制度のご案内
　兵庫県では、令和３年度より国・県・市町の指定などを受けていない無形民俗
文化財のうち、①県内で行われており、②昭和初期以前から伝えられている、③
地域の生活文化を理解する上で大切な祭り・行事を「兵庫県登録無形民俗文化
財」として登録し、保護を図っていきます，
　登録されると、①公開事業や表彰、各種助成等に優先的に推薦します。②記録
作成や用具等の整偏に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助することができ
ます。
　市町の文化財主管課からの意見に基づき、県教委が県文化財保護審議会の意見
を踏まえ登録します。
　登録に関するお聞い合わせは、市町の文化財主管課までお願いします。

■兵庫県の各地で伝承されている祭り・行事
　兵庫県は、昔の国名で播磨、但馬、淡路の３ケ国と摂津、丹波国の一部をあわ
せた旧５ケ国からなっており、異なる風土をもつことか特徴です。この多様な個
性を持つ地域に根ざし育まれた祭り･行事は、消滅あるいは変容したものもあり
ますが、現在もなお数多く継承されています。
　このことが兵庫県の祭い行事の特徴といえます。
（兵庫県教育委員会　文化財課より）

灘区

東灘区



所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

中央区 水陸普度勝会 関帝廟
旧暦7月15日に一
番近い週末

神戸福建同郷会

兵庫木遣音頭 西出町 神戸まつり等 兵庫木遣保存会 市　Ｈ9.10.23

和田神社のだんじり 和田宮通　和田神社 5月2・3日
和田宮だんじり保存振興
会

市　Ｈ11.2.24

淡河八幡神社御神事
淡河町勝雄　淡河八幡神
社

2月17日 御弓神事保存会 県　Ｓ46.4.1

淡河八幡神社のお旅神事
淡河町勝雄　淡河八幡神
社

10月5日
淡河八幡神社御旅神事氏
子会

市

南僧尾神楽獅子 淡河町南僧尾 9月15日 南僧尾神楽獅子保存会 市　Ｈ9.10.23

熊野神社の獅子舞
長尾町上津　上津熊野神
社

スポーツの日 熊野神社獅子舞保存会 市　Ｈ9.10.23

六條八幡神社の流鏑馬神
事

山田町字宮ノ片　八幡神
社

10月第2日曜
六条八幡神社流鏑馬保存
会

市　Ｈ9.10.23

原野六斎太鼓念佛
山田町原野字天神　成道
寺

8月16日 原野六斎太鼓念佛保存会 市　Ｈ9.10.23

無動寺のオコナイ
山田町福地字新池　無動
寺

2月第1日曜 無動寺オコナイ保存会 市　Ｈ9.10.23

雀のお頭 道場町生野 2月12日 太福寺太子祭保存会 市

長田区 長田神社古式追儺式 長田町　長田神社 2月節分 長田神社追儺式奉賛会 県　Ｓ45.3.30

車大歳神社の翁舞 車　大歳神社 1月14日 車大歳神社翁舞保存会
国　Ｈ
12.12.27

勝福寺の追儺式 大手町　勝福寺 1月7日 勝福寺追儺式保存会 市　Ｈ9.10.23

多井畑カネタタキ 多井畑字宮脇 旧暦8月13日 多井畑カネタタキ保存会 市　Ｈ9.10.23

妙法寺追儺式 妙法寺字毘沙門山妙法寺 1月3日 妙法寺追儺式保存会 市　Ｈ9.10.23

明王寺の追儺式 名谷町　明王寺 1月4日 明王寺追儺式保存会 市　Ｈ12.2.10

転法輪寺の追儺式 名谷町　転法輪寺 1月7日 転法輪寺追儺式保存会 市　Ｈ9.10.23

伊川谷惣社の獅子舞
伊川谷町上脇　伊川谷惣
社

10月第1土日曜 惣社秋祭獅子舞保存会 市　Ｈ9.10.23

前開八幡神社のシュウシ 伊川谷町前開　八幡神社 1月19日
前開八幡神社シュウシ保
存会

市　Ｈ11.2.24

近江寺の修正会 押部谷町近江　近江寺 2月11日 近江寺修正会保存会 市　Ｈ9.10.23

性海寺の追儺式 押部谷町髙和　性海寺 1月成人の日 性海寺追儺式保存会 市　Ｈ12.2.10

神出町の三坂神社・大歳
神社・嶋姫神社の獅子舞

神出町　三坂・大歳・嶋
姫・
　　　　神出・岩国の各

10月第2土・日曜 神出町獅子保存会 市　Ｈ9.10.23

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

尼崎市 ダンゴノボー 浜田町　松原神社 3月13日 松原神社　宮講

山口袖下踊り 山口町 8月14・15日
山口町袖下民謡育成保存
会

市

岡太神社一時上臈 小松南町　岡太神社 10月11日 岡太神社一時上臈保存会 市　Ｓ59.3.23

名塩八幡神社のトンド 名塩　名塩八幡神社
1月成人の日また
は15日に近い休日
の朝方

名塩八幡神社氏子会

芦屋市 芦屋のシャコ踊り 上宮川町　上宮川公園 8月3週目の週末 芦屋シャコ踊り保存会

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

摂州兵庫功徳盆踊 南野宮前 8月15・16日 むぎわら音頭保存会 県　Ｓ52.3.29

摂津音頭 市内北部地域 8月下旬 摂津音頭保存会 市　Ｓ60.4.23

池尻春日神社オトウ 池尻　池尻春日神社 11月23日 池尻春日神社氏子会

ケトロン祭 大原野字堂坂　宝山寺 8月14日 宝山寺 市

星下り祭 中山寺　中山寺 8月9日 中山寺 市
西谷地区のちまきの食文
化

西谷大原野 大原野 市

川西市 多太神社秋の祭礼 平野　多太神社ほか
10月末の土（宵
宮）と日曜

多太神社氏子　他

兵庫区

須磨区

宝塚市

垂水区

西区

西宮市

北区

伊丹市



所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

三田本庄百石踊 上本庄　駒宇佐八幡神社 11月23日
駒宇佐八幡神社百石踊保
存会

県　Ｓ48.3.9

稲引・樽引神事 加茂　加茂神社
10月1日（秋祭り
宵宮）

加茂神社 市

お頭 桑原西区　感神社
1月4日（四日堂）
23日（二十三日
頭）

市

千本づき
酒井字宮の脇　高売布神
社

10月上旬 高売布神社 市

三田御殿踊り 天神　天神公園 公開不定期 御殿踊保存会 市　Ｓ62.3.26

三田市内に残る田楽

三輪神社、加茂神社、福
島稲荷神社、貴志御霊神
社、西野上天満神社、志
手原八王子神社、末西天
満神社、末東天満神社

10月2日　他 他各神社田楽保存会
市　Ｈ9.7.18
（8件一括）

波豆川お練り 波豆川字八坂　八坂神社 10月11日 波豆川芸能文化保存会 市　Ｈ3.3.22

下相野のオトウ行事 下相野地区　大歳神社 秋祭り オトウ組織

柏原の練り込み 柏原字宮脇　八阪神社 休止中 柏原の練り込み保存会 町

杉生・西畑の練り込み 杉生字宮ノ下　八坂神社 10月16・17日 杉生西畑練り込み保存会 町

三矢の儀式 民田　民田八幡神社 1月6日 民田自治会 町

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

大蔵谷の獅子舞 大蔵本町　稲爪神社
スポーツの日の前
日とその前日

大蔵谷獅子舞保存会 県　Ｓ54.3.20

藤江の的射 東藤江　御崎神社 1月15日 的射行事保存会 市

清水のオクワハン 魚住町清水　清水神社 6月15日 清水村民俗行事世話人 市

明石浦のおしゃたか舟 材木町　岩屋神社 7月第3土
明石浦おしゃたか舟保存
会

市

大蔵谷の牛乗り 大蔵本町　稲爪神社
スポーツの日の前
日とその前日

大蔵谷民俗芸能保存会 市

大蔵谷の囃口流し 大蔵本町　稲爪神社
スポーツの日の前
日とその前日

大蔵谷民俗芸能保存会 市

加古川市 鶴林寺鬼追い
加古川町北在家　鶴林寺
本堂

1月8日 鶴林寺鬼追い保存会 市　Ｈ13.4.12

曽根天満宮一ツ物神事 曽根町　曽根天満宮 10月13・14日
曽根天満宮一ツ物神事保
存会

県

高砂神社秋季例大祭船渡
御

高砂町　堀川から加古川
河口

10月10日 高砂神社秋祭り保存会 市

荒井神社仁輪加太鼓 荒井町千鳥　荒井神社
スポーツの日の前
日とその前日

仁輪加保存会 市

野寺山高薗寺鬼追式 野寺　高薗寺 2月9・10日 野寺山高薗寺鬼追保存会 町　Ｈ5.4.1

国安天満神社の秋祭り 国安　国安天満神社
10月第２土（宵
宮）翌日曜（昼
宮）

氏子代表　他

古宮獅子舞 古宮　住吉神社 10月23日頃 古宮獅子保存会 町

数珠送り
野添鹿の川地区　愛宕神
社

8月23日 愛宕講

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

石上神社なまずおさえ神
事

板波町　石上神社 10月第２日曜
石上神社なまずおさえ神
事保存会

県　Ｈ16.3.9

妙覚寺ワラワラ 市原町　妙覚寺 1月4日
市原町妙覚寺ワラワラ保
存会

市

八幡神社お笑い神事 下戸田　八幡神社 10月第２日曜
八幡神社お笑い神事保存
会

市
吉川若宮神社のヤホー神
事

吉川町稲田　若宮神社 10月第1日曜 ヤホー神事保存会 県　Ｓ52.3.29

大宮八幡宮例大祭宮入宮
出の屋台練り

本町　大宮八幡神社
スポーツの日直前
の土日

大宮八幡宮秋祭り大当番 市

蓮花寺鬼踊り 網引町　八幡神社 2月第1日曜 蓮花寺鬼踊り保存会 市　Ｈ14.4.19

鞴（ふいご）祭 上の丸　金物神社 12月第１日曜 三木金物神社奉賛会等

播磨町

西脇市

三木市

三田市

明石市

猪名川町

稲美町

高砂市



所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

西脇若一神社獅子舞
阿形町若一神社　西脇町
グランド

10月第2日曜 西脇町獅子舞保存会 市　Ｈ14.4.1

ハナフリ 季田町　大歳神社　他 1月3日 大歳神社氏子等

東光寺の鬼会
上万願寺町　東光寺薬師
堂

1月8日
東光寺追儺式及び田遊び
保存会

国　Ｈ18.3.15

住吉神社龍王舞 北条町北条　住吉神社 4月第1日曜
住吉神社鶏合せ及び龍王
舞保存会

（龍王舞）県
Ｓ52.3.29
（鶏合せ）市
Ｓ48.3.20

八幡神社網引獅子舞 網引町　八幡神社
3年毎10月上旬の
土日

八幡神社網引獅子舞保存
会

市　Ｓ48.3.20

王子獅子舞 王子町　王子神社 4月第３日曜 王子獅子舞保存会 市　Ｓ55.5.16

住吉神社鶏合せ 北条町北条　住吉神社 4月第１日曜 鶏合せ・龍王舞保存会 市

柱祭 黒谷　若宮八幡宮 8月16日 加東市黒谷地区 市

上鴨川住吉神社神事舞
社町上鴨川　上鴨川住吉
神社

10月第１土日 住吉神社神事舞踊保存会 国　Ｓ52.5.17

朝光寺鬼追踊 社町畑　朝光寺 5月5日 朝光寺鬼追踊保存会 県　Ｓ57.3.26

秋津百石踊 東条町秋津 不定期 西戸百石踊保存会 県　Ｓ47.3.24

貞守のオトウ 貞守区内 オトウ組織

安楽田神楽
中区安楽田　荒田神社公
民館

10月前半 安楽田神楽保存会 町　Ｈ6.10.5

スズメノモン
中町鍛冶屋　大歳金比羅
神社

12月31日 大歳金比羅神社 町

雨散々
八千代区下三原　下三原
貴船神社

1月1日 下三原地区

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

播磨総社一ツ山・三ツ山
神事

総社本町　射盾兵主神社
一ツ山は61年目
毎、三ツ山は21年
毎

宗教法人射盾兵主神社
国記録Ｓ
34.3.5
県　Ｓ49.3.22

大塩天満宮獅子舞 大塩町汐咲　大塩天満宮 10月14・15日 大塩天満宮獅子舞保存会 県　Ｈ元.3.31

犬飼獅子舞 香寺町犬飼　神明神社
スポーツの日直前
の土日

犬飼獅子舞保存会 県　Ｓ52.3.29

真浦の獅子舞
家島町真浦　真浦神社、
家島神社（天神社）

7月24・25日 真浦自治会 県　Ｈ13.3.30

松原八幡神社秋季例祭風
流

白浜町甲　松原八幡神社 10月14・15日
姫路「灘のけんか祭り」
伝承会

県　Ｈ18.3.17

魚吹八幡神社秋季例祭風
流

網干区宮内　魚吹八幡神
社

10月21・22日 魚吹八幡神社氏子惣代会 県　Ｈ19.3.9

修正会鬼会式（鬼追い） 香寺町相坂　八葉寺 1月7日 修正会鬼会保存会 市

樽かき
香寺町岩部　大歳神社ほ
か

スポーツの日直前
の土日

岩部樽かき保存会 市

北恒屋播州音頭 香寺町恒屋　櫃倉神社
8月最後の週の土
曜

北恒屋播州音頭保存会 市

恒屋雅楽
香寺町恒屋　光輪寺本堂
他

12月14日 恒屋雅楽保存会 市

土師獅子舞
香寺町土師　大年神社・
山王神社

スポーツの日直前
の土日

土師獅子舞保存会 市

三枝草獅子舞
夢前町前之庄　本条天神
社

不定期 三枝草獅子舞保存会 市　Ｓ53.2.28

荒川神社例祭風流 井ノ口　荒川神社
7月17日、9月1
日、10月第３土日

荒川神社祭礼行事保存会 市

天満力石の力持ち
大津区天満　神明神社・
蛭子神社

10月21日 天満力石の力持ち保存会 市

書寫山圓教寺鬼追い会式 書写　園教寺 1月18日
書写山圓教寺鬼追い会式
保存会

市　Ｈ14.8.28

関の万灯 安富町関 7月24日 関自治会 市

朝日谷火揚げ（火上げ）
勝原区朝日谷字坂田　愛
宕神社東ｎ火揚げ場

8月15日 朝日谷火揚げ保存会 市

恵美酒宮天満神社秋季例
祭台場練り

飾磨区恵美酒　恵美酒宮
天満神社

10月8・9日
恵美酒宮天満神社秋季例
祭台場練り保存会

市

金竹獅子舞 豊富町御蔭　金竹公会堂 10月第２土日 金竹獅子保存会 市

新庄獅子舞 夢前町新庄　円山神社
スポーツの日の前
日とその前日

新庄獅子保存会 市　Ｈ17.4.23

津の宮鬼追い
網干区宮内　魚吹八幡神
社

魚吹八幡神社武神祭保存
会

市　Ｈ18.3.24

加東市

多可町

姫路市

小野市

加西市



所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

正八幡神社龍王舞 船津町　正八幡神社 10月第2土・日曜 正八幡神社龍王舞保存会 市　Ｈ2.11.27

広峯神社御田植祭附穂揃
式・走馬式

広嶺山　広峯神社 4月3日 広峯神社・広嶺山顕彰会 市　Ｓ52.3.4

浜の宮天満宮秋季例祭屋
台練り台場差し

飾磨区須加　浜の宮天満
宮

10月8・9日
播州飾磨祭浜の宮天満宮
台場差し保存会

市　Ｈ13.8.23

別所西獅子舞 別所町別所　日吉神社 10月第2土・日曜 別所西獅子舞保存会
市　Ｈ
11.12.20

川上地区「花だんご」 川上　福田寺 8月23日 川上地区 町

市原神社獅子舞 長谷　市原神社 10月第２月曜 市原神社獅子舞保存会 町

中村獅子舞 中村　埋田神社
10月第２土曜と翌
日

中村獅子舞保存会 町　Ｈ元.2.17

根宇野獅子舞 根宇野　大歳神社
10月第２土曜と翌
日

根宇野獅子舞保存会 町　Ｈ元.2.17

川上大歳神社「くまびき
うち」

川上　大歳神社 12月第２日曜 川上地区 町

甘地獅子舞
甘地　八幡神社
奥　大歳神社

9月第2日曜、10
月第2日曜

甘地獅子舞保存会 県　Ｓ44.3.25

甘地の虫送り 甘地 夏土用から３日間 甘地地区

獅子舞
高岡（桜地区）　大年神
社

スポーツの日の
前々日

桜獅子舞保存会 町

法成就講 高橋区 成人の日の前日 高橋区 町　Ｓ58.3.22

淨舞
西田原　熊野神社・岩屋
神社

スポーツの日の前
日

熊野神社淨舞保存会 町　Ｓ53.3.15

追儺 東田原　神積寺 成人の日
妙徳山神積寺追儺式保存
会

町　Ｓ53.3.15

淨舞
八千種余田地区　余田大
歳神社

スポーツの日の前
日

余田大歳神社淨舞保存会 町　Ｓ53.3.15

かくしほちょじ 八千種鍛冶屋地区
成人の日の前日か
ら成人の日

鍛冶屋地区 町　Ｓ53.3.15

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

梛八幡神社神事獅子舞 神岡町沢田　梛八幡神社 10月20日
梛八幡神社神事獅子舞保
存会

県　Ｓ44.3.25

室津小五月祭（棹の歌） 御津町室津　加茂神社 4月上旬土・日曜
小五月祭（棹の歌）保存
会

県　Ｓ48.3.9

河内神社の獅子舞 新宮町牧　河内神社 10月第１日曜 河内神社 市　Ｈ8.7.1

さいれん坊主
中垣内　井関三神社　恩
徳寺

7月14・15日 さいれん坊主保存会

河内神社のオトウ 新宮町　河内神社他 10月第１土日 河内神社氏子　他

坂越の船祭 坂越、大避神社
10月第2日曜・そ
の前日

坂越大避神社氏子会 国

赤穂宝専寺恵比寿大黒舞 尾崎　宝専寺 1月1日
赤穂宝専寺恵比寿大黒舞
保存会

県　Ｓ47.3.24

赤穂八幡宮獅子舞 尾崎　赤穂八幡宮
10月15日後の土
日

尾崎獅子舞保存会 県　Ｈ17.3.18

鳥撫荒神社獅子舞 鷏和　鳥撫荒神社
10月第２日曜とそ
の前日

天和獅子舞保存会 市　Ｈ8.3.29

赤穂八幡神社秋季例大祭 尾崎　赤穂八幡宮
10月15日例祭神
事、直後の土日

尾崎地区自治会連合会
（神事式の頭人行列）、
尾崎獅子舞保存会（獅子

横山チャンチャコ踊り
一宮町横山　淡島神社、
横山神社

9月17日
横山チャンチャコ踊り保
存会

市　Ｈ3.6.14

チャンチャコ踊り 千種町鷹巣　八幡神社 10月9日 鷹巣地区 市

チャンチャコ踊り 波賀町安賀　八幡神社
8月15日以降最も
近い日曜

波賀チャンチャコ踊り保
存会

市

水谷明神社の獅子舞 波賀町上野　明神社 10月第２日曜 水谷区 市

チャンチャコ踊り 波賀町原　八幡神社
8月24日風除けの
盆

原チャンチャコ踊り保存
会

市

宇原岩田神社奉納獅子舞 宇原　宇原岩田神社
10月上旬（9年の
うち3年）

宇原岩田神社奉納獅子舞
保存会

市　Ｓ62.10.8

御幸祭
波賀町安賀　波賀八幡神
社

10月第３日曜（正
月の籖により決

波賀町「御幸」保存会 市　Ｈ16.1.27

御形神社御当祭 一宮町森添　御形神社
3月3日（開当祭）
3月17日（奉迎
祭）

御形神社当人

福崎町

たつの市

赤穂市

宍粟市

市川町

神河町

姫路市



所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

太子町 お幡入れ・法伝哉 鵤　斑鳩寺 不定期 平方法伝哉保存会 町　Ｓ55.1.29
高嶺神社お田植祭・穂揃
祭

山野里　高嶺神社 4月第2日曜 高嶺神社 町　Ｈ3.3.25

高嶺神社獅子舞 山野里　高嶺神社 10月第2日曜
山野里高嶺神社獅子保存
会

町　Ｈ
14.10.31

佐用町 平松武者踊り 南光町平松　吾勝神社 4年毎のお盆 平松武者踊り保存会 町　Ｓ58.5.20

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

轟の太鼓踊り 竹野町轟　蓮華寺 8月14日 蓮華寺古代太鼓踊保存会 県　Ｈ12.5.2

法花寺万歳 法花寺地区 正月、祝い事 法花寺万歳保存会 県　Ｈ17.3.18

大名行列槍振り 出石町宵田地区 11月3日 大名行列保存会 市　Ｓ46.3.31

幟（のぼり）まわし 出石町宮内　出石神社 5月5日 宮内少年会 市

雷神社の御田植祭 佐野　雷神社 4月29日
佐野区、上佐野区、納屋
区

市

轟大神楽 竹野町轟　森神社 10月第２日曜 轟太神楽保存会 市

虫生のささ囃子（はや
し）

但東町虫生　安牟加神社
10月の第１または
第２の日曜

虫生区 市

奈佐節（六条さん） 奈佐地区 不定期 奈佐節保存会 市　Ｈ8.9.2

田ノ口の賽の神祭 日高町田ノ口 1月成人の日 田ノ口区 市

そうだろ節とヤチャ踊 日高町西気、清滝地区 特になし 西気　清滝地区 市

松岡の御柱祭 日高町松岡 4月14日 松岡区 市

城崎のだんじり祭り 城崎
10月14日（宵
宮）15日（本祭）

連と呼ばれる年齢階級組
織

大杉ざんざこ踊 大屋町大杉　二宮神社 8月16日 大杉ざんざこ踊保存会
国記録Ｓ
48.11.5
県　Ｓ41.3.22

養父のネッテイ相撲 奥米地　水谷神社 体育の日
水谷神社ねっていずもう
保存会

国記録Ｈ
15.2.20
県　Ｈ16.3.9

九鹿ざんざか踊り 八鹿町九鹿　日枝神社
10月15日に近い
日曜

九鹿ざんざか踊り保存会 県　Ｓ43.3.29

若杉ざんざか踊り 大屋町若杉　三社神社 8月16日 若杉ざんざか踊り保存会 県　Ｓ48.3.9

お走り祭り
養父市場　養父神社・斎
神社

4月15日に近い
土・日曜

お走り祭り保存会 市　Ｈ16.3.15

御井神社まいそうまつり 大屋町宮本　御井神社 1月14日
御井神社まいそうまつり
保存会

市　Ｓ61.3.25

葛畑の庚申待ち 葛畑　荒御霊神社 葛畑地区 市

丹戸のお当 丹戸　皇太神社 丹戸地区 市

別宮のお綱打ち 関宮町別宮　別宮八幡宮 1月9日 別宮地区 市　Ｈ4.3.31

安井の大草履つくりぞめ 安井　安井山神神社 安井地区 市

広谷観音祭り 広谷　観音堂等 7月17・18日 広谷観音祭実行委員会

寺内ざんざか踊 和田山町寺内　山王神社 7月第3日曜
山王神社ざんざか踊保存
会

県　Ｓ45.3.30

山東町盆踊り 山東町　中央公民館　他 7月～8月 山東町民踊保存会 市　Ｈ14.3.28

羽渕獅子舞 羽渕　一宮神社 スポーツの日 羽渕区 市

生野踊り 生野町 8月14・15日 生野踊り保存会 市

多々良木扇子踊 多々良木 8月14日 多々良木区 市

立脇獅子舞 立脇　一宮神社 スポーツの日 立脇区 市

宮神楽 和田山町宮　石部神社 スポーツの日 宮区 市

圓圓和
山東町三保　三保公民館
他

12月中頃 三保子供会と自治会

因幡・但馬の麒麟獅子舞 宇都野神社 各地区による 但馬地域麒麟獅子保存会 国

香美町三番叟 村岡　香住神社他 各地区による 香住町三番叟保存会 県

入江きつねがり 村岡区入江　観音堂 1月8日 入江きつねがり保存会 町　Ｈ13.3.14

お当餅つき 村岡区耀山　八坂神社
12月31日、1月3
日

耀山区 町

お当餅つき
村岡区大糠（ぬか）　公
会堂、大糠神社観音堂

1月1・3日 大糠区 町

柤岡（けびおか）芸おど
り

村岡区柤岡 柤岡芸おどり保存会 町

和田しょうぶ綱引き 村岡区和田　皇大神社 6月第１日曜 和田区 町

沖浦の山の神 沖浦 1月7日前後の日曜 沖浦子供会育成会

豊岡市

養父市

上郡町

朝来市

香美町



所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

因幡・但馬の麒麟獅子舞 宇都野神社 各地区による 但馬地域麒麟獅子保存会 国

但馬久谷の菖蒲綱引き 久谷 6月5日 久谷菖蒲綱保存会 国　Ｈ元.3.20

久谷ざんざか踊 久谷　八幡神社 9月15日 久谷ざんざか踊保存会 県　Ｓ43.3.29

はねそ踊 丹土 8月14～16日 はねそ踊保存会 県　Ｓ47.3.24

川下祭り（渡御行列） 浜坂　宇都野神社
7月海の日と前日
第２日曜

宇都野神社 町

巌山権現 飯野　巌山神社 8月24日 飯野、塩山区 町

海上傘踊 海上 8月14・15日 海上傘踊り保存会 町

岸田さえもん踊 岸田 8月13～15日 岸田さえもん踊保存会 町

中辻芸踊 中辻　常盤神社 8月13～16日 中辻芸踊保存会 町

湯村の火祭り 湯 8月24日 湯区子ども会 町

湯村の菖蒲綱引き 湯 6月第１日日曜 湯村温泉まつり奉賛会 町

歌長大神楽 歌長　歌長神社
9月30日-10月1
日

歌長大神楽保存会 町

塩山撞木塔婆歌念仏 塩山　吹上神社境内
8月7日から8月
25日

塩山区・飯野区 町

精霊船 居組　他　居組湾 8月16日 龍雲寺護寺会役員他

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

波々伯部神社のおやま行
事

波々伯部　波々伯部神社 8月第1土日 波々伯部神社氏子
国記録Ｈ
17.2.21

小野原住吉神社の田楽
今田町上小野原　住吉神
社

10月第1土曜
小野原住吉神社五ヶ宮総
代

県　Ｈ15.3.25

木津住吉神社の田楽 今田町木津　住吉神社
スポーツの日とそ
の前日

木津住吉神社田楽踊保存
会

県　Ｈ15.3.25

水無月祭の祭礼と打込囃
子

川原　住吉神社 7月最終の金土曜 住吉神社 市

デカンショ節 北新町 8月15・16日 デッカンショ節保存会 市

鱧切祭 沢田　八幡神社 10月第3日曜 八幡神社 市　Ｓ33.8.10

池尻神社人形狂言 町之田　池尻神社 10月第２日曜 池尻人形狂言保存会 市

八朔祭の造り山 二の坪　熊野新宮神社 8月31日-9月1日 熊野新宮神社 市

本郷春日おどり 本郷　春日神社 10月第3日曜 春日おどり保存会 市　Ｓ53.8.1

春日神社祭礼 黒岡　春日神社 10月第３土日 篠山春日神社祭礼保存会 市

イノコ 味間地区　他 11月23日　他 各自治会等

青垣町寺内三番叟 青垣町沢野　八幡神社
体躯の日・その前
日

八幡神社祭礼保存会（青
垣翁三番叟保存会）

国記録Ｓ
49.12.4
県　Ｓ45.3.30

裸祭 青垣町遠阪　熊野神社 11月3日 熊野神社裸祭保存会 市　Ｓ48.7.26

粥占神事 市島町徳生　折杉神社 2月3日 折杉神社氏子 市

柏原おどり 柏原町 イベントや要請 柏原おどり保存会 市

大新屋新法師おどり 柏原町大新屋　新井神社
10月第２土曜辺り
の宵宮の日

大新屋地区 市

南多田新発意踊り 柏原町南多田　大歳神社 10月第２日曜前後 南多田新発意踊り保存会
市　Ｓ
53.10.18

稲塚風流神踊
春日町稲塚　御歳神社、
春日町大野　八幡神社

（休止中） 稲塚風流神踊保存会 市　Ｓ44.8.31

青田大歳神社奉納神楽舞 山南町青田　大歳神社 10月第2土・日曜 青田神楽保存会 市　Ｈ3.12.24

蛇ない 山南町応地　大歳神社 1月第２日曜 応地地区 市

常勝寺鬼こそ 山南町谷川　常勝寺 2月11日 常勝寺鬼こそ保存会 市

稲畑式三番叟 氷上町稲畑　奴々伎神社 10月第２日曜 稲畑式三番叟保存会 市　Ｓ48.2.9

上新庄式三番叟 氷上町上新庄　天満神社 10月第2土・日曜 上新庄式三番叟保存会 市

佐野式三番叟 氷上町佐野　矢降神社 10月第２日曜 佐野式三番叟保存会 市　Ｓ59.3.28

谷村新発意踊
氷上町谷村　妙躰権現神
社、新郷　伊尼神社

10月第２日曜 谷村新発意踊り保存会 市　Ｓ45.2.17

中野奴行列 氷上町中野　内尾神社 10月第２日曜 中野奴行列保存会 市

成松「造り物」の行事 氷上町成松　愛宕神社 8月23・24日 成松造り物保存会 市

谷川高座神社の例祭
山南町谷川字式垣内　高
座神社　他

10月第２月曜 オトウ組織

新温泉町

丹波篠山
市

丹波市



所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

柱松の「柴燈」 五色町鮎原栢野　薬師堂 8月16日 鮎原栢野薬師堂 市

長林寺の「つかい檀尻」 五色町都志万歳　長林寺 7月17日
都志万歳町内会万歳ねり
もの団

市

鳥飼八幡宮の「大綱引
き」

五色町鳥飼中　鳥飼八幡
宮

10月第３日曜 鳥飼八幡宮 市

下司（くだし）大名行列 下司　春日神社 不定期 塩田下司大名行列保存会 市

中田伊勢の森神社「梯子
獅子」

中田　伊勢の森神社 4月上旬の日曜 中田伊勢の森保存会 市

石上神社座相撲 舟木　石上神社 10月9日 石上神社氏子

淡路人形浄瑠璃
常設館「淡路人形浄瑠璃
館」他

毎日 （財）淡路人形協会 国　Ｓ51.5.4

阿万風流大踊小踊 阿万上町　亀岡八幡神社
9月15日に近い日
曜

阿万風流踊保存会 国

大久保踊 八木大久保 11月3日 大久保踊保存会 県　Ｓ46.4.1

府中八幡神社のささら踊
榎列小榎列　府中八幡神
社

9月第1土曜
府中八幡神社ささら踊保
存会

県

的射の儀 津井　春日神社
4月第３日曜の前
日

的射の儀保存会 市

沼島の山の神 沼島　山ノ大神社 1月第２土曜 山の神組

【注】「指定欄」の説明

国 ＝国指定
選 ＝国記録選択

国記録 ＝国記録選択
県 ＝兵庫県指定
市 ＝市指定
町 ＝町指定

※その他の「ひょうごの伝統文化」（民俗芸能、行事、伝統工芸技術等）」
　2008年兵庫県無形・民族文化財保護協会の資料に続く（次頁へ）

洲本市

南あわじ
市

淡路市



※『兵庫県ふるさと伝統文化ガイドマップ』２００８年より
編集発行:兵庫県無形･民俗文化財保護協会
編集協力:兵庫県教育委員会文化財室、兵庫県各市町教育委員会文化財担当課
（掲載団体は､平成15年度の会員であり､現在の会員とは異なっている。）
（内容については､平成16年に作成された資料を一部改訂している。）

その他の「ひょうごの伝統文化」
（民俗芸能、行事、伝統工芸技術等）

※ここには、『兵庫県ふるさと伝統文化ガイドマップ』２００８年（兵庫県無形･民俗文化財保護協会）の資料の
中から、前半掲載の『未来に伝える　ひょうごの無形民俗文化財』令和３年度（兵庫県教育委員会）の資料に掲載
されていない伝統文化について掲載した。（現時点においての存続・統合・廃止等については未確認です。）

２００８年
兵庫県無形・民族文化財保護協会

資料より

■兵庫県の民俗芸能の分布と特徴
　摂津から播磨にかけては鬼追い･追儀式とよばれる仏教色の濃い民俗芸能が伝承されている｡分布密度は鬼の芸能
が多く伝承されているとされる奈良県や大分県よりも高い｡一部神社で伝承されているところもあるが､多くは､天
台･真言の密教系寺院で､新年を迎え一年の安寧や五穀豊穣､安全等を願う
修正会に､祝福をもたらす鬼として登場する。
　獅子舞は､県内に250以上の伝承地があり､そのうち｢播州獅子どころ｣といわれる播磨に約140地区あり､その多
くは伊勢太神楽系の獅子舞である｡伊勢太神楽は､伊勢神宮の信仰が流行し始める中世末期から近世初頭にかけて伊
勢神宮の神人が諸国を歩き､村の家々をお祓いした後､曲芸等を演じたことに始まる｡その本拠は三重県の桑名で､各
地では､次第に獅子舞演者による奉納を受け入れるだけではなく､その技を学び､自らが村の祭礼芸能として演じるよ
うになった｡2人立ちを基本とし､演目に共通性があるが､各地区毎に所作や獅子頭等に独自の工夫が見られる。

　但馬の北西部には､顛麟の頭を使用する顛麟獅子舞が分布している｡伊勢太神楽と異なり､曲芸的な要素が少なく
ゆったりとした動きに特徴があるが､本来は因幡地方(鳥取県東部)の芸能で､隣接する但馬地域に江戸後期から明治
初期に伝播したものと考えられる。
　また､県内には田楽･龍王の舞(浄舞)･翁舞･三番叟などの中世的な芸能が残っている｡田楽は摂津北西部､丹波南西
部、播磨北東部に､龍王舞は､播磨北東部から中央部(社町､加西市､福崎町付近)に分布が限られている｡翁舞･三番叟
の中には播磨などの一部に中世的なものもみられ､古くは摂津の南西部にも多く分布したが､現在は､丹波西部と但馬
北部に集中している。

　風流系統の太鼓踊りは､山陰道沿いの但馬にザンザカ踊りが多く伝承されており､南下して播磨西部の但馬との境
界付近(宍粟郡)には同系統のチャンチャコ踊りが分布している｡また､摂津北西部･播磨北東部には､百石踊りが､丹波
(氷上郡)に新発意踊りが伝承されている｡淡路南部にも風流踊りが一部伝承されている｡これらの伝来時期は室町時
代末期頃と見られるのが大半で､各分布地域内の各太鼓踊りの由来や演目に共通性がある。
　このほか県内各地には個々の数は少ないが､特色ある民俗芸能がある｡淡路の人形浄瑠璃､丹波の能人形､但馬の万
歳､播磨西部の歌舞､但馬･播磨の儀ﾈL相撲､播州歌舞伎､歌舞伎の影響を受けた摂津北部のお練りや但馬の芸踊りが
ある｡また、県内各地に伝わる盆踊りや音頭は各々その地域性を示している。

■兵庫県の祭礼行事などの伝統行事の分布と特徴
　現在､県内で宗教法人登録されている神社のおおよその数は4千であり､それぞれに神を祀る行事が季節毎にある
ほか､各集落や家には多種多様な風俗･慣習や伝統行事が伝承されている｡社会の変化の中で､農業生産などと結びつ
いた行事や一年の節目毎に行う年中行事などがかなり消滅していったが、但馬の菖蒲綱引き行事やキツネガリ､各地
のトンド(ホチョジ、サギチョウ)､弓で的を射る神事､御田植え神事など多くの種類の伝承活動がある｡また､兵庫県
の酒造習俗のように､技術革新の結果､伝統的な酒造が行われなくなり､その習俗を記録として保存されたものもあ
る。
　播磨の海岸部の神社の秋の祭礼では､華麗さを競う太鼓屋台の奉納が人目をひくが､獅子舞やヒトツモノなどの神
事･芸能奉納も同時に伝承されており､船団が湾内を渡御する船祭りも見られる｡また､摂津の海岸部の神社などでは､
曳だんじりを中心とした行事に多くの住民が参加している｡内陸部では､一部に規模の大きい祭礼行事がみられるが､
各神社の氏子数とも関係して、一般に各祭礼で登場する太鼓屋台の数は少なく､神輿の渡御、太鼓踊り･翁舞･田楽･
獅子舞などの民俗芸能の奉納など､各々出し物等が紋られた特徴ある祭礼行事が見られるほか､素朴な中世の祭礼を
彷彿とさせるものもある｡淡路南部には､太鼓屋台(だんじり)が多く､人形浄瑠璃の浄瑠璃語りから発展しただんじり
唄が盛んで､祭礼時に多くの獅子舞の上演もある｡このような庶民の信仰や生業と関係する習俗や行事のほか､大名行
列など政治的なものに由来する行事も行われている。



※『兵庫県ふるさと伝統文化ガイドマップ』兵庫県無形･民俗文化財保護協会２００８年より

１．神戸地域

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

灘の酒造り唄 御影町御影 灘の酒造り唄保存会

魚崎八幡神社のだんじり
魚崎北町２丁目　魚崎八
幡神社

5月4・5日

森稲荷神社のだんじり 森北町４丁目　稲荷神社 5月3日

河内国魂神社のだんじり
国玉通３丁目　河内国魂
神社

5月2・3日

六甲八幡神社のだんじり
八幡町３丁目　六甲八幡
神社

5月、10月

中央区 常盤津 下山手通６丁目 綱男会

兵庫区

有馬筆（書画用）技術 有馬町
有馬筆（書画用）技術保
存会

県無形Ｓ
58.3.29

日西原神楽 大沢町日西原　天満神社 体育の日 日西原神楽保存会

長田区

須磨区 須磨琴（一絃琴） 須磨寺街　須磨寺他 小池　美代子
県無形Ｓ
51.9.3

垂水区

西区

２．阪神南地域

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

西宮市 名塩紙技術・名塩雁皮紙 名塩１丁目・２丁目一帯 秋季・冬季
名塩紙技術保存会
谷野武信（保持者）

県　Ｓ58.3.29
国　Ｈ14.7.18

芦屋市 芦屋市の地車 市内 10月第2日曜

西之町地車同好会、打出
総代会地車保存会、三条
地区地車愛好会、精道地
区地車保存会、山之町地
車愛好会

３．阪神北地域

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

伊丹市

天満神社四季祭り 境野　天満神社
10月第2土・日・
次の月曜

境野天満神社祭禮保存会

波豆八幡神社秋祭 波豆　八幡神社 10月15日 波豆祭礼保存会

桑原感神社神楽 桑原　感神社 11月3日 桑原神楽保存会

深田熊野神社神楽 上深田　熊野神社
7月海の日・10月
体育の日

香下神楽 香下　八王子神社、他
7月8日・10月13
日

香下神楽保存会

三輪神楽 三輪　三輪神社
7月8日・10月第
2月曜の前日

三輪神楽保存会

東灘区

灘区

北区

宝塚市

■兵庫県の無形文化財(古典芸能･伝統工芸技術等及び文化財保存技術の保持者･
保持団体
　県内には､現在､国の認定を受け古典芸能や伝統工芸の分野で活躍している無形文化財保持者が5名(古典落語1名､
人形浄瑠璃文楽人形2名､義太夫節三味線1名､名塩雁皮紙1名)いる。記録作成等の措置を講ずべき無形の文化財とし
て国が選択した団体は､丹波立杭窯､丹波布の2団体､県が個人認定した無形文化財は､須磨琴(一絃琴)1名､県が団体
認定した無形文化財は､有馬筆(書画用)技術､名塩紙技術､杉原紙技術の3団体である｡その他地城色豊かな土人形､藁
細工､竹工芸、織布､陶芸などの工芸技術の保持者や保持団体があるほか､能･狂言･歌舞伎･伝統音楽などの保持者や
保持団体がある。
　また､文化財建造物の修復など文化財の保存に欠くことのできない伝統的な技術や技能の保持者として､国の選定
を受けている人は､現在県内に2名(桧皮葺･柿葺1名､桧皮採取1名)である｡また､各地で織布技法､宮大工技術､和船製
造技術､三味線製作技法､竹細工技法などの貴重な伝統的な技術の保持者が活躍している。

三田市



４．東播磨地域

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

明石市 大久保町春祭獅子舞
大久保町大久保町　住吉
神社

5月第3土・日曜 大久保町西講中保存会

報恩寺鬼追い 平荘町山角　報恩寺 2月11日 報恩寺鬼追い保存会

日光山常楽寺鬼追い 上荘町井ノ口　常楽寺 4月1日
日光山常楽寺鬼追い保存
会

平之荘神社神輿渡御と獅
子舞

平荘町山角　平之荘神社 体育の日 平之荘神社神事保存会

福留日岡神社獅子舞 神野町福留　日岡神社 10月第2日曜 福留日岡神社神事保存会

稲根神社獅子舞 神野町神野　稲根神社 10月第2土・日曜 西之山獅子舞保存会、他

水足豊年祭り 野口町水足　諏訪神社
10月中旬の土・日
曜

水足豊年祭り保存会

野口神社秋祭 野口町野口　野口神社
10月中旬の土・日
曜

野口神社秋祭保存会

出河原獅子舞
東神吉町出河原　益気神
社

3年毎1回10月初
旬

出河原獅子舞保存会

高砂市

稲美町

５．北播磨地域

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

西脇市 春日神社秋祭り 高田井町　春日神社
体育の日の前日・
その前日

高田井太鼓保存会、他

三木鬼追式
本町　大宮八幡宮・月輪
寺

1月第3日曜 三木鬼追保存会

金剛寺鬼追式 大村　金剛寺 4月第2日曜 金剛寺鬼追い保存会

興治獅子舞 別所町興治　熊野神社
10月第2土曜・そ
の翌日

興治獅子舞保存会

下石野獅子舞 別所町下石野　皇子神社 10月第1日曜 下石野獅子舞保存会

吉川音頭
口吉川町　公民館・
口吉川町　篠原神社

8月第1土曜
7月16日

三木市吉川音頭保存会

岩壺神社秋祭り 岩宮町　岩壺神社
10月第2土曜・そ
の翌日

滑原町屋台管理運営委員
会、東条町屋台保存会
（東友会）など7町の屋台

大村獅子舞 大村　禰御門神社
10月体育の日の直
前の土・日曜

大村獅子舞保存会

石野町の獅子舞 別所町　御酒神社
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ中の
土・日曜

石野町祭り保存会

小野市 青野ヶ原町獅子舞
青野ヶ原町　住吉八幡神
社

体育の日の前日夜 青野ヶ原町獅子舞保存会

加西市 加西市播州音頭踊
市及び播州一円（寺院境
内・公民館）

7月中旬・8月末日 加西市播州音頭踊保存会

加東市 大門獅子舞
社町大門、社町社　佐保
神社

10月第1日曜土
曜・その翌日

大門獅子舞保存会

多可町中央公民館播州歌
舞伎クラブ

多可町文化会館（ベル
ディーホール）

不定期
多可町中央公民館播州歌
舞伎クラブ育成会

中町北小学校播州歌舞伎
クラブ

多可町文化会館（ベル
ディーホール）等

不定期 中町子ども歌舞伎クラブ

杉原紙技術
加美区鳥羽　杉原紙研究
所

杉原紙保存会 県　Ｓ58.3.29

６．中播磨地域

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等
増位山随願寺修正会追儺
会

白国　随願寺 2月11日 随願寺愛存会

魚吹八幡神社秋季例祭糸
井屋台

網干区宮内　魚吹八幡神
社

10月21・22日
糸井屋台保存会（太子町
糸井）

神河町

上田中の獅子舞 上田中　諏訪神社 10月第2日曜 上田中神楽保存会

天満神社の浦安の舞 下瀬加　天満神社 10月第2日曜 天満神社浦安の舞保存会

福崎町

多可町

三木市

加古川市

姫路市

市川町



７．西播磨地域

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

龍野武者行列 龍野町中霞城　龍野神社
4月上旬　龍野さ
くら祭り

龍野武者行列保存会

夜比良神社秋祭り
揖保町揖保上　夜比良神
社

10月中旬 今市郷土芸能保存会、他

福田お幡入れ法伝哉 誉田町福田　福田公民館 不定期
福田お幡入れ法伝哉伝承
保存会

井野原獅子舞
新宮町市野保　越部八幡
神社

10月第2日曜 井野原獅子舞保存会

夏越祭
御津町室津地域及び加茂
神社

7月最終土・日曜 夏越祭保存会

赤穂市 赤穂緞通技法 中広　緞通織場 赤穂緞通保持保存会
市無形Ｓ
59.3.31

山崎町しゃんとこ・夜
川・左衛門踊り

山田　夢公園、他 8月13～23日
山崎町しゃんとこ・夜
川・左衛門踊り保存会

西町獅子舞 門前　山崎八幡神社 10月15日 西町獅子舞保存会

川戸岩田神社獅子舞 川戸　川戸岩田神社 体育の日の前日 川戸獅子舞保存会

桓武伊和神社奉納獅子舞 中野　桓武伊和神社 体育の日 都多獅子舞保存会

若西神社獅子舞 青木　若西神社
10月15日に近い
日曜または祭日

若西神社獅子舞保存会

太子町

赤松五社八幡神社獅子舞 赤松　五社八幡神社
10月17日前後の
日曜

赤松五社八幡神社獅子舞
保存会

野桑上組獅子舞
野桑中組獅子舞
野桑下組獅子舞

野桑　鞍居神社・磐長姫
神社

10月19日前後の
日曜

野桑下組獅子舞
野桑中組獅子舞
野桑上組獅子舞（輪番

落地獅子舞 落地　八幡神社 10月第2日曜 落地獅子保存会

船坂獅子舞 船坂　祝神社 10月第2日曜 船坂獅子連

金出地下獅子舞 金出地　鞍居神社
10月18日前後の
日曜

金出地下若獅子保存会、
親友保存会（輪番制）

武祖神社獅子舞 細野　武祖神社 体育の日 武祖神社獅子舞保存会

苔縄須賀神社獅子舞 苔縄　須賀神社
10月17日前後の
日曜

苔縄須賀神社獅子舞保存
会

岩木大避神社獅子舞 岩木乙　大避神社 10月第3日曜
岩木大避神社獅子舞保存
会

大枝新獅子舞 大枝新　大避神社
10月19日前後の
日曜

大枝新獅子舞保存会

大枝八幡神社獅子舞 大枝　八幡神社
10月17日前後の
日曜

大枝八幡神社獅子舞保存
会

奥八幡神社獅子舞 奥　八幡神社 10月第3日曜 奥八幡神社獅子舞保存会

大避神社神楽 竹万　大避神社
10月25日前後の
日曜

大避神社神楽保存会

井上獅子舞 井上　須賀神社 10月第3日曜 井上獅子舞連中保存会

與井獅子舞 與井　八幡神社 10月第3日曜 與井獅子保存会

楠獅子舞 楠　素盞鳴神社 体育の日 楠獅子舞保存会

大持獅子舞 大持　須賀神社
10月27日前後の
日曜

大持獅子保存会

南光子ども歌舞伎（播州
歌舞伎）

上三河　上三河の舞台 不定期 南光子ども歌舞伎育成会

林崎獅子舞 林崎　山王七神社
10月10日に近い
土・日曜

林崎獅子舞保存会

多賀獅子舞 多賀　八幡神社
10月10日に近い
土・日曜

多賀獅子舞保存会

佐用町

宍粟市

たつの市

上郡町



８．但馬地域

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

豊岡市 柳まつりおはやし 市内 8月1日柳まつり 柳まつりおはやし保存会

宿南やちゃ踊り
八鹿町宿南　宗恩寺・宿
南ふれあい倶楽部

8月15・23日 宿南やちゃ踊り保存会

葛畑農村歌舞伎
葛畑　葛畑の舞台（芝居
堂）

葛畑区葛畑座

朝来市

鎧麒麟獅子舞 香住区鎧 10月15日 鎧麒麟獅子舞保存会 町　Ｈ6.12.1

作山ねりこみ 村岡区作山地区内 10月第2日曜 作山ねりこみ保存会

宇都野神社麒麟獅子舞
浜坂　宇都野神社、御旅
所、町内

7月第3日曜・月
曜、10月8日

宇都野神社麒麟獅子保存
会

県　Ｓ47.3.24

三尾の麒麟獅子舞
三尾　三柱神社・八柱神
社

10月19日 三尾麒麟獅子保存会 県　Ｓ53.3.17

諸寄麒麟獅子舞 諸寄　為世永神社、他 7月14・15日 諸寄麒麟獅子舞保存会 町　Ｓ60.3.1

千谷麒麟獅子舞
千谷　秋葉神社・三宝荒
神社

4月第3日曜・9月
19日

千谷麒麟獅子舞保存会 町　Ｓ55.5.20

居組の麒麟獅子舞 居組　大歳神社 10月9日 居組麒麟獅子舞保存会 県　Ｓ49.3.22

９．丹波地域

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

丹波立杭窯 今田町 丹波立杭釜保存会
国記録Ｓ
32.3.30

追入三番叟 追入　追入神社 10月第2日曜 追入三番そう保存会

丹波布
青垣町佐治、西芦田「丹
波布伝承館」

丹波布技術保存会
国記録Ｓ
32.3.30

稲畑人形製作技術 氷上町稲畑 赤井君江（保持者）
市無形Ｈ
6.1.20

10．淡路地域

所在市町 伝統文化の名勝 実施場所 実施日 実施者 指定等

淡路島踊 市街
8月第1日曜の前
日・その前日

淡路島踊保存会淡路島葵
連、他

洲本民謡おまあや
市街洲本の盆踊り（新市
街）

8月第1日曜の前
日・その前日（島
まつり）、8月13

洲本民謡あまあや復興会

連琴 山手　市立中央公民館 毎月第1・第3土曜 連琴舎

西町三十三間堂・淀の車 阿万西町 盆の次週の日曜
西町三十三間堂・淀の車
保存会

上八木郷土芸能 八木養宜上　八幡神社 4月第3日曜 上八木郷土芸能保存会

中島踊 志知地区・三原公民館 11月3日 志知地区郷土芸能保存会

南あわじ市春祭獅子舞 市青木　三原健康広場 5月

大榎列・下幡多地区・黒
道・馬回・山所・野原・
上幡多・福永等の市内の
各祭礼団

【注】指定欄・実施者欄の説明
国 ＝国指定重要無形文化財

国記録 ＝国記録選択文化財

国技術 ＝国選定保存技術

（保持者）＝国指定重要無形文化財保持者認定

県無形 ＝兵庫県指定無形文化財

県 ＝兵庫県指定文化財

市無形 ＝市無形文化財登録

市 ＝市指定（登録）文化財

市技術 ＝市選定保存技術

町 ＝町指定（登録）文化財

町技術 ＝町選定保存技術

ＵＲＬ＝http://kdskenkyu.saloon.jp/kdsdata.htm
 
http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/dt12den.pdf

香美町

養父市

丹波篠山
市

丹波市

洲本市

新温泉町

南あわじ
市


