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兵庫県内の主な産業遺産（近代化産業遺産）など　５の（２）

５．運輸・通信業
（２）鉄道施設（多いので主なもの） ※第14版（2019.1.15）

分野 遺跡名 所在地 指定 竣工年
鉄道施設 ＪＲ灘駅（解体） 神戸市 1934

鉄道施設 阪神電鉄関連施設（高架橋・地下隧道）（神戸市内） 神戸市 1929

鉄道施設 六甲ケーブル山上駅 神戸市 近代化産遺 1932
鉄道施設 旧国鉄神戸駅駅舎 神戸市 近代化産遺 1934
鉄道施設 旧国鉄神戸市内高架橋 神戸市 1931
鉄道施設 旧国鉄神戸市内高架橋（湊川架道橋） 神戸市 1930
鉄道施設 旧国鉄三宮駅 神戸市 1932
鉄道施設 阪神電鉄三ノ宮駅 神戸市 1933
鉄道施設 阪急電鉄三ノ宮駅西口上屋 神戸市 1936
鉄道施設 阪神電鉄青木駅青木信号所 神戸市 1905
鉄道施設 阪神電鉄深江駅 神戸市 1905
鉄道施設 阪急電鉄関連施設（神戸線原田橋、拱橋等） 神戸市 1936
鉄道施設 旧国鉄摂津本山駅 神戸市 1935
鉄道施設 住吉ステイションの碑 神戸市 1881
鉄道施設 旧国鉄兵庫駅駅舎 神戸市 1930
鉄道施設 神戸臨海鉄道（臨港線橋台、移築） 神戸市 1907
鉄道施設 旧国鉄有馬線有馬駅跡 神戸市 1915
鉄道施設 旧国鉄和田旋回橋 神戸市 1900
鉄道施設 阪急六甲変電所 神戸市 1920
鉄道施設 阪急王子公園駅 神戸市 1935
鉄道施設 摩耶ケーブル虹の駅舎 神戸市 1925
鉄道施設 神戸電鉄湊川駅舎 神戸市 1928
鉄道施設 阪急武庫之荘駅北口駅舎等 尼崎市 1935
鉄道施設 旧阪神電鉄尼崎発電所（阪神電鉄資材部西倉庫） 尼崎市 1905-
鉄道施設 国鉄尼崎港線（橋脚など） 尼崎市 1891
鉄道施設 阪神芦屋駅 芦屋市 1940
鉄道施設 阪急電鉄関連施設（阪急今津線鉄道軌道橋） 西宮市 1925

鉄道施設
阪急電鉄西宮北口駅グランドクロス（神戸線・今津線
交差線路）

西宮市
1910、
移築

鉄道施設 阪神電鉄鳴尾変電所 西宮市 1930
鉄道施設 阪急甲陽園駅舎 西宮市 1924
鉄道施設 阪神電鉄枝川橋梁橋脚 西宮市 1925
鉄道施設 旧国鉄新堀川橋梁 西宮市 1873頃
鉄道施設 旧国鉄福知山線廃線跡（武田尾ＪＲ廃線） 西宮市 1899
鉄道施設 旧国鉄福知山線隧道 宝塚市 1899
鉄道施設 阪急電鉄健康保険組合 宝塚市 1925頃
鉄道施設 阪急電鉄新伊丹駅舎 伊丹市 1925頃
鉄道施設 阪急電鉄稲野駅舎 伊丹市 1925頃
鉄道施設 旧能勢電鉄笹部隧道 川西市 1920頃
鉄道施設 山陽電鉄旧明石川橋台 明石市 1917
鉄道施設 旧小久保跨線橋（1927年移築） 明石市 国登録 1890

鉄道施設 旧有馬軽便鉄道
三田市・神戸
市・西宮市

1915

鉄道施設 神戸電鉄三田駅舎 三田市 1930頃
鉄道施設 旧国鉄軌道跡 三田市 1899
鉄道施設 旧播州鉄道の三木駅駅舎（旧三木鉄道三木駅） 三木市 1917
鉄道施設 旧播州鉄道別所駅舎 三木市 1916
鉄道施設 神戸電鉄三木駅駅舎 三木市 1938
鉄道施設 神鉄粟生駅の加古川橋梁（元、ＪＲ水戸線橋梁） 小野市 1885

鉄道施設 別府鉄道の橋梁
播磨町

加古川市
1921

鉄道施設 別府鉄道（ディーゼル機関車と客車、駅標） 播磨町 1921
鉄道施設 別府鉄道軌道敷跡（であいのみち） 播磨町 1922



鉄道施設 宝殿～加古川間の日本毛織専用線 加古川市 1920
鉄道施設 旧国鉄曽根駅駅舎 高砂市 1927

鉄道施設
旧播州鉄道鍛冶屋線市原駅舎（鍛冶屋線鉄道記念公
園）

西脇市 1921

鉄道施設 旧国鉄比延駅舎 西脇市 1924
鉄道施設 国鉄加古川線野村駅（西脇市駅） 西脇市
鉄道施設 北条鉄道法華口駅舎 加西市 国登録 1915
鉄道施設 北条鉄道播磨下里駅 加西市 国登録 1918
鉄道施設 北条鉄道長駅プラットフォーム 加西市 国登録 1915
鉄道施設 旧播州鉄道鍛冶屋駅舎（町立鍛冶屋線記念館） 多可町 1923
鉄道施設 姫路モノレール橋脚（廃線） 姫路市 1966
鉄道施設 姫路市営モノレール「大将軍駅」（ＵＲ住宅ビル） 姫路市 1966
鉄道施設 姫路市営モノレール「手柄山駅」駅舎 姫路市 1966
鉄道施設 姫路市営モノレール電車 姫路市 1966
鉄道施設 山陽鉄道車台跡 姫路市
鉄道施設 山陽電鉄市川橋梁 姫路市 1909
鉄道施設 旧国鉄市川橋梁 姫路市 1890
鉄道施設 北沢産業網干鉄道（線路跡） 姫路市 1940頃
鉄道施設 新日鉄広畑製鉄所専用線（線路跡、鉄橋） 姫路市
鉄道施設 旧国鉄竜野駅駅舎（本屋） たつの市 1906
鉄道施設 旧国鉄本竜野駅 たつの市 1931
鉄道施設 播電鉄道（龍野電気鉄道）廃線 たつの市 1909
鉄道施設 播電鉄道（龍野電気鉄道）の橋台（觜崎橋下部） たつの市 1915
鉄道施設 觜崎トンネル（寺山随道） たつの市 1934
鉄道施設 旧国鉄有年駅 赤穂市 1890
鉄道施設 旧東京芝浦電気（株）引込線 太子町 1940頃

鉄道施設 播美鉄道橋梁 佐用町
大正～
1935

鉄道施設 船坂隧道 上郡町 1901
鉄道施設 梨ケ原橋梁 上郡町 1890
鉄道施設 旧国鉄豊岡駅 豊岡市 1925頃
鉄道施設 鶴岡橋橋梁跡（旧出石鉄道） 豊岡市 1929
鉄道施設 旧国鉄竹野川橋梁 豊岡市 1911
鉄道施設 旧国鉄城崎駅舎 豊岡市 1925
鉄道施設 旧国鉄竹野駅舎 豊岡市 1911頃
鉄道施設 旧国鉄竹野駅跨線橋 豊岡市 1911

鉄道施設
城崎温泉ロープウェイ駅舎（山麓駅、温泉寺駅、山頂
駅）

豊岡市 国登録 1962

鉄道施設 旧国鉄余部橋梁（空の駅） 香美町 1912
鉄道施設 旧国鉄和田山機関庫 朝来市 1912
鉄道施設 旧国鉄竹田駅舎 朝来市 1906
鉄道施設 旧国鉄梁瀬駅 朝来市
鉄道施設 生野鉱山鉄道 朝子市 1871頃
鉄道施設 旧国鉄生野隧道 朝来市 1901
鉄道施設 旧国鉄八鹿駅舎 養父市 1908
鉄道施設 旧国鉄養父駅舎 養父市 1908
鉄道施設 明延神新軌道（一円電車） 養父市 1889
鉄道施設 旧国鉄佐津駅舎 香美町 1911
鉄道施設 旧国鉄田君川橋梁 新温泉町 1912
鉄道施設 桃観隧道 新温泉町 1911
鉄道施設 桃観隧道風孔 新温泉町 1911
鉄道施設 浜坂駅構内給水塔 新温泉町
鉄道施設 旧国鉄篠山線廃線 篠山市
鉄道施設 旧篠山鉄道 篠山市
鉄道施設 旧国鉄篠山線村雲駅跡 篠山市 1944
鉄道施設 旧国鉄篠山線福住駅跡 篠山市 1944
鉄道施設 旧国鉄谷川駅 丹波市 1925頃

鉄道施設 旧淡路鉄道廃線敷（橋台など）
洲本市、

南あわじ市
1922-



「指定欄」 国登録＝国登録文化財
近代化産遺＝国（経済産業省）指定の近代化産業遺産

ﾒﾆｭｰURL http://kdskenkyu.saloon.jp/htgtour.htm
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