
神戸・兵庫の郷土史Ｗｅｂ研究館　資料  htg20kou.pdf

兵庫県内の主な産業遺産（近代化産業遺産）など　２

２．鉱業・窯業・建設業（多いので主なもの） ※第10版（2020.7.18）

分野 遺跡名 所在地 指定 竣工年
鉱業 帝釈鉱山 神戸市 1955閉山
鉱業 大谷鉱山 川西市 1950閉山
鉱業 多田銀銅山国崎字小路坑道群 川西市 市指定
鉱業 多田銀銅山代官所跡遺跡 猪名川町 町史跡 江戸時代
鉱業 多田銀銅山代官所門・役人長屋群 猪名川町 江戸時代
鉱業 多田銀銅山青木間歩 猪名川町 近代化産遺 1973閉山
鉱業 多田銀銅山台所間歩 猪名川町 近代化産遺 江戸時代
鉱業 多田銀銅山瓢箪間歩 猪名川町 近代化産遺 江戸時代
鉱業 多田銀銅山多田工業所跡 猪名川町 近代化産遺 昭和初期
鉱業 多田銀銅山大露頭 猪名川町 近代化産遺 昭和初期
鉱業 多田銀銅山堀家精錬所跡 猪名川町 近代化産遺 明治初期
鉱業 柿ノ木鉱山 猪名川町
鉱業 辻ヶ瀬鉱山 猪名川町
鉱業 銀の馬車道(生野鉱山寮馬道） 姫路市など 近代化産遺 1876
鉱業 大身谷鉱山（一宮） 宍粟市 1985閉山
鉱業 富栖鉱山（安富） 宍粟市
鉱業 坂越大泊鉱山 赤穂市 1984閉山
鉱業 多可鉱山 多可町 戦後も
鉱業 琢美鉱山（大河内） 神河町
鉱業 旭日鉱山（上郡） 上郡町 1986閉山
鉱業 神美鉱山 豊岡市
鉱業 竹野鉱山 豊岡市 1949閉山
鉱業 品川三方鉱山（日高） 豊岡市
鉱業 清滝高山（日高） 豊岡市
鉱業 江原鉱山（日高） 豊岡市
鉱業 但馬三方鉱山 豊岡市

鉱業 太盛地区の生野銀山関連施設群（通洞坑） 朝来市 近代化産遺 1918

鉱業 太盛地区の生野銀山関連施設群（煙突） 朝来市 近代化産遺 1899

鉱業 生野銀山関連施設（社宅４件） 朝来市 市指定 1876
鉱業 生野銀山関連施設（旧生野支庁正門門柱） 朝来市 市指定 1876

鉱業 生野銀山関連施設（金香瀬坑口） 朝来市 市指定
1872
1973閉山

鉱業 生野鉱山旧混汞所 朝来市 近代化産遺 1875

鉱業 生野鉱山金香瀬坑道内運搬軌道車 朝来市 近代化産遺

鉱業 生野鉱山鉱石運搬軌道敷跡 朝来市 近代化産遺 1871

鉱業 生野鉱山及び鉱山町の文化的景観 朝来市
国重要景観
近代化産遺

鉱業 生野のカラミ石（鉱滓を利用） 朝来市

鉱業 鷹ノ巣ダムおよび送水路 朝来市 近代化産遺 1870

鉱業 神子畑鋳鉄橋 朝来市
国指定

近代化産遺
1885

鉱業 羽淵鋳鉄橋（移設） 朝来市
県指定

近代化産遺
1883

鉱業 旧神子畑鉱山事務舎（ムーセ旧居） 朝来市
県指定重要
近代化産遺

1872

鉱業
神子畑選鉱場跡（シックナー跡・インクライン跡な
ど）

朝来市 近代化産遺 1919

鉱業 神子畑鉱山坑口群 朝来市 近代化産遺 1919



鉱業 栃原鉱山（生野） 朝来市
鉱業 新井鉱山（朝来） 朝来市
鉱業 金里鉱山（朝来） 朝来市
鉱業 明延鉱山探検坑道（旧世田通洞坑） 養父市 近代化産遺 1987閉山
鉱業 明神電車（一円電車）と蓄電池機関車 養父市 近代化産遺
鉱業 明延鉱山協和会館 養父市 近代化産遺 1957
鉱業 明盛共同浴場「第一浴場」建屋 養父市 近代化産遺 1934
鉱業 明延鉱山従業員住宅 養父市 1933
鉱業 明延鉱山の碑 養父市 近代化産遺
鉱業 聖長鉱山（八鹿） 養父市
鉱業 中瀬鉱山（関宮） 養父市 1969閉山
鉱業 大屋鉱山 養父市 1950閉山
鉱業 夏梅鉱山（大屋） 養父市 1945閉山
鉱業 大久保鉱山（関宮） 養父市
鉱業 三方鉱山（一宮） 宍粟市
鉱業 大安志鉱山（安富） 宍粟市
鉱業 沖之浦鉱山（香住） 香美町 1943閉山
鉱業 大東鉱山（美方） 香美町

窯業 三田焼・三輪明神窯跡群第１号窯跡 三田市 県指定
1874-
1935

窯業 高丘窯跡群 明石市 県史跡
窯業 三宅瓦窯跡 豊岡市 県史跡
窯業 鬼神谷窯跡 豊岡市 県史跡
窯業 丹波焼古窯跡・登窯 丹波篠山市 県指定・史跡 1895

窯業 工房兼住宅「陶々菴」、貸店舗（今村家住宅） 丹波篠山市 国登録
1905、
1933

採石 男鹿島採石場 姫路市 16世紀中

建築 旧横田工業倉庫 高砂市

「指定欄」 国指定＝国指定の重要有形文化財
国登録＝国登録有形文化財
国重要景観＝国指定の重要文化的景観
県指定重要＝県指定の重要有形文化財
県指定＝県指定の有形文化財
県史跡＝県指定の史跡
市指定＝市指定の有形文化財
町史跡＝町指定の史跡
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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