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兵庫県内の主な産業遺産（近代化産業遺産）など　６、７

６．産業関係の行政・教育機関（多いので主なもの） ※第6版（2021.1.27）

分野 遺跡名 所在地 指定 竣工年

行政 神戸税関本関本館 神戸市 近代化産遺 1927

行政 旧国立神戸生糸検査所 神戸市 1932

行政
旧神戸市立生糸検査所（デザイン・クリエイティブセ
ンター神戸）

神戸市 市景観重建
1927
1932

行政
旧逓信省芦屋事務所（ＮＴＴ西日本兵庫支店芦屋別
館）

芦屋市 県景観重要 1929

行政 県立農林水産技術総合センター酒米試験場倉庫 加東市 1928

行政 旧赤穂塩務局網干出張所 姫路市 1926頃

行政 旧日本専売公社赤穂市局（赤穂市立民俗資料館） 赤穂市 県指定

音楽学校 六甲音楽院 神戸市 1925頃

音楽学校 宝塚文化創造館（旧宝塚音楽歌劇学校） 宝塚市
県景観重要・
近代化産遺

1935

実業学校 旧三木実家高等女学校校舎（三木市上の丸庁舎） 三木市 1927

会館 日高町商工会館 豊岡市 1935頃

７．エネルギーなど ※第7版（2016.5.6）

分野 遺跡名 所在地 指定 竣工年

電気 旧神戸電灯湊川発電所（関西電力湊川変電所） 神戸市 1912

電気 関西電力南灘変電所 神戸市 1939

電気 関西電力篠原変電所 神戸市 1930
電気 関西電力旭変電所 神戸市 1936
電気 旧神戸市電気局有馬変電所（関西電力） 神戸市 1931
電気 旧宇治川電力神戸第二変電所 神戸市 1920頃
電気 関西電力旧尼崎第２発電所３号タービン 尼崎市 1939
電気 南口変電所 宝塚市 1921
電気 草木ダム 宍粟市 1918

電気
旧兵庫県営上野発電所（関西電力）横軸フランシス水
車

宍粟市 1928

電気 南小田発電所（第一発電所、第二発電所） 神河町 1909-
電気 関西電力横行発電所 養父市 1920
電気 旧上久下村営上滝発電所 丹波市 国登録 1922

水道 布引ダム（布引五本松堰堤） 神戸市
国指定

近代化産遺
1900

水道 布引ダム（鼓瀧、雌瀧取水堰堤など） 神戸市
国指定

近代化産遺
1899-

水道 布引ダム（砂子橋） 神戸市 近代化産遺 1900頃
水道 旧祇園橋（上水道施設） 神戸市

水道 旧奥平野浄水場急速ろ過場（神戸市水の博物館） 神戸市
国指定

近代化産遺
1917

水道 旧奥平野浄水場急速ろ過場（配水池） 神戸市 近代化産遺 1917

水道 烏原ダム関連施設（烏原立ヶ畑堰堤など） 神戸市
国指定

近代化産遺
1905

水道 天王谷取水堰堤 神戸市 近代化産遺 1941
水道 烏原導水路石井川・天王谷川水路橋 神戸市 近代化産遺 1901
水道 千苅ダム（千苅堰堤） 神戸市 国登録 1919-
水道 千苅橋（上水道施設） 神戸市 1919



水道 六麓荘浄水場 芦屋市 1932
水道 旧大溝川用水取水口 芦屋市 1938
水道 奥山浄水場（ろ過池等） 芦屋市 1938

水道 上ヶ原浄水場（用水路含む） 西宮市
市指定

近代化産遺
1918-

水道 武庫川第一～第三橋梁
西宮市、宝

塚市
近代化産遺 1917

水道 武庫川浄水場浅井戸、浄水施設 西宮市 近代化産遺 1926
水道 ニテコ池（水源施設） 西宮市 近代化産遺 1928
水道 旧甲陽浄水場 西宮市
水道 旧朝日町配水塔 高砂市 国登録 1923
水道 町裏浄水場関連施設 姫路市 1929
水道 男山配水池 姫路市 近代化産遺 1929
水道 猪鼻第１ダム堰堤 洲本市 1935
水道 塩屋橋水管橋 洲本市
水道 曲田浄水場ろ過池 洲本市 1934

下水道 旧神戸居留地煉瓦造下水道 神戸市
国登録

近代化産遺
1872

下水道 明石市下水道截頭卵形渠 明石市 1914

ガス 旧神戸ガスビル 神戸市 1937
ガス 旧神戸瓦斯（株）葺合製造所 神戸市 1920頃

砂防 市ヶ原堰堤 神戸市 1939
砂防 天王谷堰堤 神戸市 1941
砂防 城山堰堤 芦屋市 1941
砂防 白水川砂防堰堤 西宮市 1933
砂防 太多田川・座頭谷砂防堰堤群 西宮市 1903-
砂防 大井滝堰堤 西宮市 1941
砂防 仁川峡堰堤 西宮市 1944
砂防 逆瀬川流路工 宝塚市 1934
砂防 市川空積堰堤群 姫路市 1903
砂防 林ヶ谷堰堤 赤穂市 1942
砂防 大谷川土堰堤 たつの市 1943
砂防 岡城川堰堤 宍粟市 1942
砂防 観音寺川土堰堤 佐用町 1945
砂防 大浜川堰堤 豊岡市 1934
砂防 出石川流路工群 豊岡市 1932
砂防 山田川堰堤 香美町 1934
砂防 熊波川堰堤 香美町 1935
砂防 中川原川流路工 丹波市 1938
砂防 佐野川堰堤 淡路市 1938
砂防 茶間川堰堤 淡路市 1939

「指定欄」 国指定＝国指定の重要有形文化財
国登録＝国登録の有形文化財
県景観重要＝県景観形成重要建築物
市指定＝市指定の有形文化財
市景観重建＝市景観形成重要建築物等
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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