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名称 所在地 産出鉱石 歴史・その他

帝釈鉱山
（長谷銅山）

神戸市北区 金・銅 1955年閉山。

その他の鉱山：
神出鉱山（神戸市西区神出町古神、金）、堅田（神戸市西区平野堅田金座、ロックブリッジ石）、瑞
宝寺鉱山（神戸市北区有馬町、黄銅鉱・黄鉄鉱・珪石）、有馬鉱山（神戸市北区有馬町、石英）、福
寿炭鉱（神戸市垂水区西舞子、亜炭・琥珀）、宅原鉱山（神戸市北区長尾町、玉髄）

ひょうごの主な鉱山・鉱山跡



名称 所在地 産出鉱石 歴史・その他

大谷鉱山 川西市黒川 銀・銅 1950年代閉山。大和鉱業㈱

多田銀銅山 猪名川町 銀・銅 1973年6月閉山。日本鉱業㈱

辻ヶ瀬鉱山 猪名川町 銀・鉛 閉山

柿ノ木鉱山 猪名川町
閃亜鉛鉱・黄銅
鉱・方鉛鉱

閉山

名称 所在地 産出鉱石 歴史・その他

平木鉱山 加東市社町 ロウ石 操業中。服部鉱業

勝浦鉱山
多可町加美区棚
釜

磁硫鉄鉱・黄銅鉱 江戸中期～明治

その他の鉱山：
船坂鉱山（西宮市山口町船坂、トパズ）、畑山鉱山（西宮市、銅）、高丸鉱山（西宮市山口町高丸、
銅）、駒宇佐鉱山（宝塚市長谷千本通、銀・銅・鉛・珪石）、千本鉱山（宝塚市長谷千本通、銀・
銅・鉛珪石）、木幡鉱山（宝塚市長谷、銀・銅。鉛・珪石）、末吉鉱山（三田市、珪酸鉱）、国崎鉱
山（川西市国崎、銅）、笹ヶ谷鉱山（川西市国崎、黄銅鉱・方鉛鉱・閃亜鉛鉱・硫カドミウム鉱）、
大平鉱山（川西市国崎、青鉛鉱）、勝星鉱山（川西市黒川大谷、銅）、緑青鉱山（川西市黒川、
銅）、金岩鉱山（川西市矢問金岩、硫カドミウム鉱・黄銅鉱・黄鉄鉱・閃亜鉛鉱）、大間歩鉱山（川
西市芋生けやき坂、銅・鉛・硫カドミウム鉱）、赤松鉱山（川西市赤松、銀・銅・鉛・磁硫鉄鉱・
錫）、槻並鉱山（猪名川町、閃亜鉛鉱・黄銅鉱）、内馬場鉱山（猪名川町、川西市）、民田鉱山（猪
名川町）、卯ノ戸鉱山（猪名川町）、八畳幕鉱山（猪名川町、亜鉛）、屏風岩鉱山（猪名川町）、
岩ヶ谷鉱山（猪名川町肝川、鉛）、奥井谷鉱山８猪名川町）、千軒銅鉱山（猪名川町、黄銅鉱・閃亜
鉛鉱）、柳谷鉱山（猪名川町、鉛）

その他の鉱山：
金ヶ崎粘土鉱山（明石市大久保町福田、粘土鉱）、岩熊旧坑（加西市若井町、銅）、国正鉱山（加西
市国正町、銅）、石垣山鉱山（多可町中区）、吹屋ヶ谷鉱山（多可町加美区西山、銅）、大日鉱山
（多可町加美区豊部、銅）、粕谷鉱山（多可町加美区豊部、銅）、寺谷鉱山（多可町加美区豊部、
銅）、年多部鉱山（多可町加美区豊部、銅）、亀井谷鉱山（多可町加美区豊部、銅）、滝谷鉱山（多
可町加美区豊部、銅）、宮前鉱山（多可町加美区多田、黄銅鉱・黄鉄鉱）、久留寿鉱山（多可町加美
区多田、銅）、多田北旧坑（多可町加美区多田、銅）、多田西田鉱山（多可町加美区多田、銅）、焼
尾鉱山（多可町加美区棚釜、銅）、糀屋鉱山（多可町中区糀屋、銅）、入角鉱山（多可町中区牧野、
銀・黄銅鉱・閃亜鉛鉱・硫砒鉄鉱）、池ヶ谷鉱山（多可町中区、方解石）、仕手原鉱山（多可町八千
代区仕手原、銅）、八千代鉱山（多可町八千代町、銅）、樺坂鉱山（多可町加美区、黄銅鉱・方鉛
鉱・サーピエリ石）、大見坂鉱山、金堀鉱山、鳥羽鉱山、西谷旧坑、石金鉱山、多可鉱山（多可町）



名称 所在地 産出鉱石 歴史・その他

坂越大泊鉱山 赤穂市 金・銀・黄鉄鉱
1974年（昭和49）発見。1984年11月閉山。
坂越大泊鉱山㈱

富栖鉱山 宍粟市安富町 金・銀 休山。富栖金山㈱

大身谷鉱山 宍粟市一宮町
金・銀・銅・鉛・
亜鉛

1985年7月閉山。同和鉱業㈱、金平鉱業㈱

三方鉱山 宍粟市一宮町 鉛・亜鉛 閉山

大安志鉱山
宍粟市安富町安
志

銅 閉山

富土野銅山
（赤胴鉱山）

宍粟市一宮町倉
床

黄銅鉱 三菱金属工業㈱

琢美鉱山
神河町大河内町
砥峰高原

砒素・銅・硫砒鉄
鉱

閉山

旭日鉱山
上郡町磯部・岩
木

金・銀・銅・鉛・
亜鉛

1913年（大正2）発見。1986年7月閉山。合
同資源産業㈱

その他の鉱山：（内陸部）
苔縄鉱山（上郡町、金・銀・銅・硫化鉄）、轟鉱山（上郡町、金・銀・銅・硫化鉄）、碑田鉱山（佐
用町上月町上稗、石灰）、弦谷鉱山（佐用町三日月町弦谷、銅）、三久鉱山（佐用町三日月町志文、
銅）、桜山鉱山（佐用町上月町桜山、銅）、平福鉱山（佐用町奥海、鉛・亜鉛）、真鉱山（佐用町若
州、スルカン鉱）、上月鉱山（佐用町上月町、マンガン）、播磨千草鉄山（宍粟市千種町、鉄）、泉
屋鉱山（宍粟市千種町）、天児屋鉄山（宍粟市千種町）、赤金鉱山（宍粟市一宮町、銀・銅・鉛）、
高野鉱山（宍粟市一宮町波賀町、黄銅鉱、閃亜鉛）、越知谷鉱山（神河町神埼町）、東川辺旧坑（市
川町東川辺、銅）、奥山鉱山（市川町小畑、銅）、丸越鉱山（神河町神崎町越知、ロウ石）、大山鉱
山（神河町神崎町猪篠、銅）、北神鉱山（神河町神崎町猪篠、ロウ石）、福畑鉱山（神河町神崎町新
田、銅）、朝日鉱山（神河町大河内町長谷、銀・鉛）、川上鉱山（神河町大河内町川上、銅）、富田
鉱山（神河町山崎、金）

その他の鉱山：（瀬戸内沿岸）
八重畑鉱山（姫路市、金・銀・黄銅鉱・閃亜鉛）、梅谷鉱山（赤穂市西有年、ロウ石）、第二湯の内
鉱山（赤穂市、黄鉄鉱・ロウ石）、有年鉱山（赤穂市有年、ロウ石）、相生鉱山（相生市野瀬、金・
銀）、矢野鉱山（相生市金坂、銅）、榊鉱山（相生市金坂、銅）、馬立金山（たつの市新宮町馬立、
金）、小犬丸鉱山（たつの市揖西町、銅）、新宮鉱山（たつの市真宮町宮内、ロウ石）、下笹鉱山
（たつの市新宮町下笹、ロウ石）、柏鉱山（たつの市御津町室津、銅）、大喜鉱山（姫路市城見台、
金・銀）、柴崎山金坑（姫路市城北新町、金・銀）、馬頭鉱山（姫路市夢前町馬頭、銅）



名称 所在地 産出鉱石 歴史・その他

神美鉱山 豊岡市 金・銀 1935年頃閉山

出石鉱山 豊岡市出石町 金・銀 閉山

立町鉱山
豊岡市出石町奥
山

金・閃亜鉛鉱・方
鉛鉱

江戸時代開坑。立町千軒。閉山。坑道跡多数。

柿谷鉱山 豊岡市出石町 陶石 1950年閉山。日本陶料㈱出石採石所

鶏塚鉱山 豊岡市出石町 陶石 1950年閉山。日本陶料㈱出石採石所

但馬三方鉱山
豊岡市日高町羽
尻

金・銀 閉山

品川三方鉱山 豊岡市日高町 ロウ石 閉山

清滝鉱山 豊岡市日高町 ロウ石 閉山

江原鉱山
豊岡市日高町庄
境

ロウ石 閉山

阿瀬鉱山
豊岡市日高町阿
瀬

金・銀

竹野鉱山
（金原鉱山）

豊岡市竹野町金
原・坊岡

金・銀 ８世紀に発見。1949年閉山。日本鉱業㈱

銅山鉱山
豊岡市竹野町銅
山字金谷

銅

大山鉱山
豊岡市竹野町三
原字大山

銅

椒の段金山
豊岡市竹野町椒
（旧城崎郡）

金 1614年（慶長19）発見？

聖長鉱山 養父市八鹿町 ロウ石 操業中。日本滑石製錬㈱

中瀬鉱山 養父市関宮町
金・銀・銅・鉛・
亜鉛・硫化鉄・ア
ンチモン

1573年（天正1）発見？　1969年閉山。日本
精鉱㈱

大久保鉱山 養父市関宮町 銅 閉山

明延鉱山
（神子畑銀
山、加盛山鉱
山）

養父市大屋町
金・銀・銅・鉛・
亜鉛・錫・砒鉛・
タングステン

平安時代初期から。1987年3月閉山。明延工業
㈱

大屋鉱山 養父市大屋町
ニッケル・磁硫鉄
鉱・黄銅鉱・閃亜
鉛鉱・黄鉄鉱

1945年8月閉山。日曹鉱業

夏梅鉱山 養父市大屋町
ニッケル・銀・
銅・砒素

1945年閉山。昭和鉱業

日畑金山
養父市（旧養父
郡）

金 1603年（慶長８）発見？

生野鉱山 朝来市生野町
金・銀・銅・鉛・
亜鉛・砒鉛・錫

平安時代初期から。1973年3月閉山。三菱金属
鉱業㈱



栃原鉱山 朝来市生野町
明礬石・珪石・陶
石・ロウ石

閉山

新井鉱山 朝来市 銀・銅・鉛・亜鉛 閉山

金里鉱山 朝来市納座 マンガン 閉山

糸井鉱山
（衣谷鉱山）

朝来市和田山町
竹ノ内

金・銀 806-810年（大同年間）に発見

沖ノ浦鉱山
香美町香住区沖
浦

金・銀・銅 1943年閉山。日本鉱業㈱

但馬鉱山
香美町香住区相
谷

金・銀 閉山

新但馬鉱山
香美町香住区相
谷

金・銀 閉山

大東鉱山
香美町美方区小
代渓谷

金・銀・銅・鉛・
アンチモン

閉山。田中平三郎

山田鉱山
香美町村岡区
（旧七美郡）

金・銀 江戸時代に山名氏が開発。

射添鉱山
香美町村岡区熊
波（旧七美郡）

金・銀
1596-1615（慶長年間）に村岡但馬守が開
発？

久須部鉱山
（峯山鉱山）

香美町美方区久
須部（旧七美
郡）

金・銀

その他の鉱山：（養父市）
富国鉱山（養父市三谷、マンガン・銅・鉛）、三丹鉄山（養父市三谷、鉄）、安井鉱山（養父市小路
頃、スルカン鉱）、山中鉱山（養父市奥米地、マンガン・方鉛鉱）、間歩谷鉱山（養父市奥米地、マ
ンガン）、第二山中鉱山（養父市奥米地、マンガン）、養父銀山（養父市大藪、金・銀）、養父クロ
ム鉱山（養父市関宮町足坂、クロム苦土鉱）、鹿倉鉱山（養父市関宮町鹿倉、クロム苦土鉱）、尾崎
鉱山（養父市関宮町尾崎）、吉井鉱山（養父市関宮町吉井）、小松原鉱山（養父市関宮町吉井）、大
池鉱山（養父市関宮町吉井）、清水鉱山（養父市関宮町加保坂）、吉ヶ平鉱山（養父市関宮町加保
坂）

その他の鉱山：（その他日本海沿岸）
品川関宮鉱山（香美町村岡区、クロム鉱）、味取鉱山（香美町村岡区長須）、美方鉱山（香美町村岡
区小城、金・銀）、金明鉱山（香美町村岡区山田、金・銀）、大照鉱山（香美町村岡区熊波、金・
銀）、金中鉱山（香美町香住区大谷、金・銀）、但馬大谷鉱山（香美町香住区大谷、金・銀）、

その他の鉱山：（朝来市）
佐嚢鉱山（朝来市朝来町佐嚢）、大乗鉱山（朝来市、金・銀）、朝来鉱山（朝来市上八代、銀・
銅）、多々良木鉱山（朝来市多々良木）、青倉鉱山（朝来市山内、マンガン）、青草鉱山（朝来市菅
町、銀・銅・鉛）、岩津鉱山（朝来市岩津、輝安鉱）、与布土鉱山（朝来市山東町与布土、鉛・亜
鉛）、糸井朝日鉱山（朝来市和田山町朝日、金・閃亜鉛鉱）、羅漢鉱山（朝来市和田山町竹ノ内、閃
亜鉛鉱・方鉛鉱）、床尾鉱山（朝来市和田山町竹ノ内、亜鉛）、竹ノ内鉱山（朝来市和田山町竹ノ内
字山之内、金・閃亜鉛鉱）

その他の鉱山：（豊岡市）
八佐鉱山（豊岡市辻、金・銀）、辻碧玉鉱床（豊岡市辻、碧玉）、江原蝋石鉱山（豊岡市日高町頃
垣、紅柱石）、三方鉱山（豊岡市日高町羽尻、金・銀）、旭鉱山（豊岡市竹野町浜須井、銀・水晶・
赤鉄鉱）、武尾鉱山（豊岡市竹野町奥須井、銀）、段鉱山（豊岡市竹野町段、金・銀）、川南谷鉱山
（豊岡市竹野町川南谷、銅）、百合鉱山（豊岡市竹野町森本、ロウ石）、奥矢根鉱山（豊岡市但東町
奥矢根、方鉛鉱・黄銅鉱）、東中鉱山（豊岡市但東町古小坂、磁硫鉄鉱・黄銅鉱）、チモト鉱山（豊
岡市但東町三原、長石）、妙ヶ谷鉱床（豊岡市但東町中藤、ニッケル）、天佐高山（豊岡市但東町
佐々木、亜鉛）、佐々木深山鉄山（豊岡市但東町佐々木、鉄）、小阪鉄山（豊岡市但東町小阪、
鉄）、知妙院鉱床（豊岡市出石町有子山、陶石）、唐津谷鉱床（豊岡市出石町下谷、陶石）、柿谷鉱
山（豊岡市出石町下谷、陶石）、日野部鉱山（豊岡市出石町日野部、陶石）、桐野鉱山（豊岡市出石
町桐野、陶器石）



名称 所在地 産出鉱石 歴史・その他

宝珠鉱山 丹波市青垣町 マンガン 閉山

福住鉱山
篠山市本明谷奥
山

マンガン 閉山

日置鉱山 篠山市日置 マンガン 閉山

畑鉱山 篠山市畑・大芋 珪石 1979年閉山

名称 所在地 産出鉱石 歴史・その他

由良炭鉱 洲本市由良 亜炭 閉山

津井炭鉱
南あわじ市津井
（旧西淡町）

亜炭 閉山

賀集炭鉱
南あわじ市賀集
（旧南淡町）

亜炭 閉山

ＵＲＬ    http://kdskenkyu.saloon.jp/kdsdata.htm
   http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/dt21koz.pdf

参考ＵＲＬ

　「准世界遺産だ！　生野銀山」　http://kdskenkyu.saloon.jp/tale08iku.htm

　「豊臣秀吉の埋蔵金一考察（多田銀山）」　http://kdskenkyu.saloon.jp/tale09tmk.htm

　「都市隣接で注目される“多田銀銅山”」　http://kdskenkyu.saloon.jp/tale19tad.htm

　「銀の馬車道」　http://kdskenkyu.saloon.jp/tale25gin.htm

　「明延,神子畑,生野の３つの鉱山を繋ぐ“鉱石の道”」http://kdskenkyu.saloon.jp/tale28kos.htm

※参考資料：『兵庫県史・史料編・近世三』兵庫県、『日本の鉱山』（緒方乙丸・小山一郎著）内田老鶴圃発
行、その他各種ホームページ

その他の鉱山：楪坂鉱山（銅）、金蔵鉱山（銅）、黒台谷鉱山（銅）、妙華鉱山（銅）、方恵鉱山
（銅）、梅久保鉱山（鉛・砒鉛）、旭出鉱山（鉛・砒鉛）、西脇鉱山（磁硫鉄鉱）、福山鉱山（珪
石・陶石・ロウ石・明礬石）、小畑鉱山（銅）、高瀬鉱山（クロム、閉山）

その他の鉱山：
淡路鉱山（洲本市中津川組、モリブデン鉱）

その他の鉱山：
柏原鉱山（丹波市柏原町、明礬石）、酒梨鉱山（丹波市市島町酒梨、青白珪石）、小谷鉱山（丹波市
青垣町、マンガン）、油良鉱山（丹波市青垣町、マンガン）、永郷池旧坑（丹波市青垣町、マンガ
ン）、美和鉱山（丹波市青垣町、マンガン・銅・硫化鉄・ロウ石）、日神銅山（丹波市氷上町大
崎？、銅）、山中鉱山（丹波市山南町阿草、銅・硫化鉄）、梅ヶ谷鉱山（丹波市山南町西谷、黄銅
鉱・方鉛鉱）、旧黒見鉱山（丹波市、マンガン・銅・硫化鉄・ロウ石）、岩屋鉱山（丹波市、マンガ
ン・銅・硫化鉄・ロウ石）、大見坂鉱山（丹波市、マンガン・銅・硫化鉄・ロウ石）、白髭岳北旧坑
（丹波市、マンガン・銅・硫化鉄・ロウ石）、金山鉱山（篠山市、硫化鉄）、小峠の坪旧坑（篠山市
小峠、硫化鉄）、剛山鉱山（篠山市、マンガン）、後川鉱山（篠山市後川上、マンガン）、小林天岩
鉱山（篠山市、珪石）、品川奥新田鉱山（篠山市、珪石）


