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兵庫県内の主な産業遺産（近代化産業遺産）など　１

１．農林漁業・食品・飲料（多いので主なもの） ※第22版（2022.2.25）

分野 遺跡名 所在地 指定 竣工年

農業 山田池堰堤 神戸市 近代化産遺 1933

農業 山田池引水路、隧道吐口 神戸市 近代化産遺 1933

農業 山田川疎水関連施設（頭首工跡、隧道） 神戸市 近代化産遺 1933

農業 淡河川疎水関連施設（御坂のサイフォン） 三木市 近代化産遺 1891

農業
淡河川疏水関連施設（頭首工、芥子山隧道、呑口
など）

神戸市、三木市 近代化産遺 1889-

農業 淡河川山田川疏水（淡山疎水）（平木橋） 加古川市
市指定

近代化産遺
1915

農業 淡河川山田川疏水（淡山疎水）（掌中橋） 稲美町 近代化産遺 1914

農業
淡河川山田川疏水（淡山疎水）関連施設（練部屋
分水所、サイフォン遺構など）

神戸市、明石市、
加古川市、稲美町

近代化産遺
1891、
1919

農業 淡河川山田川疏水（淡山疎水）記念碑 明石市 近代化産遺

農業 １７号池 明石市 1919

農業 雁戸井用水（サイフォンと土塁） 加古川市 近代化産遺 1912

農業 いなみ野ため池群
明石市、加古川

市、高砂市、稲美
町、播磨町

近代化産遺 1892-

農業 草谷マンボ跡 稲美町 近代化産遺
農業 加古大溝 稲美町 近代化産遺
農業 琴池下流のマンボ 稲美町 近代化産遺
農業 広谷池記念碑 稲美町 近代化産遺 1891
農業 津万井用水サイフォン 西脇市 1933
農業 城山隧道（灌漑施設） 西脇市 1913
農業 飯盛野疎水 加西市 1907
農業 JAみのり八千代支店 多可町 1925頃
農業 飾磨樋門 姫路市 1903
農業 旧神戸日産農林工場 姫路市 1931
農業 ＪＡ兵庫西旧半田支店倉庫 たつの市 1935

農業 西光寺野疎水路（取水口など） 市川町、福崎町 近代化産遺 1915

農業 岡部川疏水８号隧道 福崎町 1914
農業 林道新築記念碑 神河町 1931
農業 蓼川井堰 豊岡市 1870
農業 トロッコ跡 養父市
農業 来馬村疎水 淡路市 1872頃
農業 上田池ダム及び関連施設 南あわじ市 1932
農業 上田池水路（円筒分水工群） 南あわじ市 1917

水産 旧中国製氷本社 相生市 1925頃
水産 魚類運搬車軌道跡（荷揚げ用ケーブル跡） 香美町 1952

養蚕 三階建養蚕農家群（大屋町大杉地区） 養父市 県景観形成

果樹園 神戸オリーブ園 神戸市

製塩業 旧日本専売公社赤穂支局（赤穂市立民俗資料館） 赤穂市 県指定重要 1908

製塩業 旧赤穂塩務局網干出張所 姫路市 近代化産遺 1900頃

製塩業 赤穂入浜式製塩用具（東浜塩田関連施設含む） 赤穂市 国有形民俗



醸造業 白鶴酒造資料館 神戸市 近代化産遺 1915頃

醸造業 沢の鶴(株)大石蔵（沢の鶴資料館） 神戸市
県指定

県有形民俗
近代化産遺

江戸時
代、再建

醸造業 菊正宗酒造本社事務所 神戸市 1925

醸造業 菊正宗酒造記念館内「灘の酒造用具」 神戸市
国有形民俗
近代化産遺

醸造業 泉勇之介商店（木造蔵等） 神戸市 国登録
醸造業 宮水発祥之地石碑 西宮市 近代化産遺
醸造業 宮水庭園 西宮市 近代化産遺
醸造業 辰馬本家酒造白鹿館 西宮市 1930

醸造業
白鹿記念酒造博物館（灘の酒酒造用具一式等含
む）

西宮市
市有形民俗
近代化産遺

醸造業 白鷹禄水苑とその展示物 西宮市 近代化産遺
醸造業 旧岡田家酒蔵（再掲） 伊丹市 県指定重要 1715
醸造業 三木家酒造蔵（再掲） 伊丹市 県指定重要 1800頃
醸造業 白雪ブルワリービレッジ長寿蔵 伊丹市 市景観重要
醸造業 樽平酒造主屋と蔵群 川西市 国登録
醸造業 岡村酒造醸造所 三田市

1910以
前

醸造業 魚住の洋館（茨木酒造事務所） 明石市 1925頃
醸造業 稲見酒造（事務所） 三木市 県景観重要 1929
醸造業 加古川酒造組合事務所 加古川市 1925頃

醸造業 キッコーマン高砂工場、事務所・講堂・本蔵 高砂市 1931

醸造業 神結酒造 加東市 1893

醸造業 播州葡萄園跡（及びその出土品） 稲美町
国史跡

近代化産遺
1880

醸造業 播州葡萄園池 稲美町
町史跡・記念

物
1890頃

醸造業 田中酒造酒蔵 姫路市 市景観重要 1890

醸造業
うすくち龍野醤油資料館本館（旧菊一醤油事務
所）

たつの市
国登録

近代化産遺
1932

醸造業
うすくち龍野醤油資料館別館（旧菊一醤油事務
所）

たつの市
国登録

近代化産遺
1932

醸造業 同別館（旧龍野醤油同業組合事務所） たつの市 国登録 1924
醸造業 ヒガシマル醤油元本社工場事務所 たつの市 国登録
醸造業 ヒガシマル醤油醤油蔵 たつの市 県有形民俗
醸造業 ヤマイ醤油工場等 たつの市 1925-
醸造業 日本丸天醤油事務所倉庫 たつの市 1910
醸造業 かねゐ醤油 たつの市 1887
醸造業 老松酒造 宍粟市 県景観重要
醸造業 山陽盃酒造 宍粟市 県景観重要
醸造業 本家門前屋 宍粟市 県景観重要
醸造業 旧難波酒造 神河町 国登録
醸造業 酒蔵（出石） 豊岡市

醸造業 旧木村酒造酒蔵（旧木村酒造場ＥＮ）店舗兼主屋 朝来市 国登録 明治後期

醸造業 田治米合名会社酒造場 朝来市 県景観重要

醸造業 小田垣商店旧酒蔵 篠山市
醸造業 鳳鳴酒造主屋など 篠山市

醸造業 西山酒造（関連施設） 丹波市
国登録

県景観重要
1891

醸造業 千年一酒造 淡路市 県景観重要



飲料
旧平野鉱泉工場（三ツ矢サイダー）旧御料品製造
所

川西市 市登録 大正初期

飲料 旧平野鉱泉工場（三ツ矢サイダー）旧源泉地施設 川西市 市登録 大正初期

食品 （株）増田製粉所事務所 神戸市 1933
食品 鈴木薄荷本社 神戸市 1925頃
食品 森永製菓塚口工場 尼崎市 1921-
食品 旧御料品製造所 川西市 1910頃
食品 高碕記念館（元、東洋食品研究所迎賓館） 宝塚市 市景観重要 1923
食品 旧凍り豆腐組合 多可町 1925頃
食品 神戸日産農林工場 姫路市 1931

「指定
欄」

国史跡＝国指定の史跡

国登録＝国登録の有形文化財
国有形民俗＝国指定の有形民俗文化財
県指定重要＝県指定の重要有形文化財
県有形民俗＝県指定の有形民俗文化財
県景観重要＝県指定の景観形成重要建造物
市有形民俗＝市指定の有形民俗文化財
市指定＝市指定有形文化財
市登録＝市登録有形文化財
市景観重要＝市指定の都市景観重要建築物
町史跡・記念物＝町指定の史跡・記念物
近代化産遺＝国（経済産業省）指定の近代化産業遺産
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