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【参考】産業遺産と連携する主な近代化遺産（文化財）など　８の（２）
※第29版（2022.3.20）

８の（２）主な行政機関・教育施設などの近代化遺産（多いので主なもの）
分野 遺跡名 所在地 参照 竣工年

行政等 旧兵庫県庁舎（兵庫県公館） 神戸市
国登録・市景

観重要
1902

行政等 旧国立神戸移民収容所（CAP HOUSE） 神戸市 1928
行政等 旧魚崎町役場（東灘区民センター小ホール） 神戸市 1936
行政等 神戸地方裁判所 神戸市 1904
行政等 旧神戸地方裁判所長宿舎 神戸市 兵庫近代
行政等 旧大庄村役場（尼崎市立大庄公民館） 尼崎市 国登録 1937
行政等 旧尼崎警察署 尼崎市 1926
行政等 芦屋警察署旧館 芦屋市 1927
行政等 旧本庄村役場庁舎 三田市 1925頃
行政等 旧二見町庁舎（明石市二見市民センター） 明石市 1938
行政等 旧東神吉村役場 加古川市 1927
行政等 旧高砂町消防会館・南本町巡査派出所 高砂市 国登録 1935
行政等 旧西脇区消防会館（西脇消防団第一分団本部） 西脇市 県景観重要 1925
行政等 旧妻鹿村役場 姫路市 1889
行政等 香寺町消防団岩部分団望楼 姫路市
行政等 旧富栖村役場庁舎（安富町森林組合事務所） 姫路市 1933

行政等
旧龍野治安裁判所山崎出張所（山崎歴史民俗資料
館）

宍粟市 1889

行政等 旧神埼郡役所（福崎町立神埼郡歴史民俗資料館） 福崎町 県指定重要 1886
行政等 旧豊岡町役場庁舎（豊岡市役所庁舎） 豊岡市 国登録 1927
行政等 旧豊岡県庁正門（旧久美浜県庁門） 豊岡市 1870移築
行政等 旧豊岡税務署庁舎 豊岡市 1929
行政等 旧豊岡町消防署（豊岡市消防会館） 豊岡市 1929
行政等 旧出石郡気多郡役所（出石明治館） 豊岡市 1888
行政等 旧和田山警察署（生野分署庁舎） 朝来市 市指定 1886
行政等 旧美方郡役所（村岡町民族資料館） 香美町 市景観重要 1887
行政等 旧温泉町役場庁舎 新温泉町 1933
行政等 旧篠山町役場（大正ロマン館） 篠山市 市景観重要 1923
行政等 旧篠山地方裁判所（篠山市立美術館） 篠山市 市指定 1891

行政等 旧神戸垂水警察署（お菓子の館丹波ミオーレ館） 篠山市 移築

行政等 旧柏原町役場（丹波市役所柏原支所） 丹波市 1935
行政等 三原警察署福良警部派出所 南あわじ市 1929
行政等 旧三原郡役所（2007年移築） 南あわじ市 国登録 1884

教育施設 神戸大学構内建築物・図書館等 神戸市 国登録 1932-
教育施設 私立灘中学校・灘高等学校本館 神戸市 国登録 1929

教育施設 旧神戸市立二葉小学校（地域人材支援センター） 神戸市 1929

教育施設 旧関西学院チャペル（神戸市文学館） 神戸市
国登録

市景観重要
1904

教育施設
旧関西学院ブランチメモリアルチャペル（神戸市立
王子市民ギャラリー）

神戸市 1904

教育施設 神戸山手女子高等学校本館 神戸市 1936
教育施設 旧県立第一神戸中等学校本館（県立神戸高校本館） 神戸市 1938

教育施設
旧県立第三神戸中学校図書館（県立長田高校神撫会
館）

神戸市 国登録 1923

教育施設 六甲学院本館 神戸市 1941
教育施設 旧神戸学院女子高校・神戸森女学校校舎 神戸市 1936
教育施設 神戸ルーテル神学校 神戸市 兵庫近代 1925頃
教育施設 中華同文学院レンガ 神戸市
教育施設 旧神戸市立北野小学校（北野工房のまち） 神戸市 1931



教育施設 神戸市立春日野小学校校舎 神戸市 1932
教育施設 六甲音楽院 神戸市 1930頃
教育施設 旧神戸市立第一高等女学校校舎 神戸市 1935
教育施設 旧神戸市立大黒小学校校舎 神戸市 1936
教育施設 甲南女子大学管理棟、３号館、渡り廊下 神戸市 国登録 1964
教育施設 甲南女子中学校・高等学校・大学の管理棟など 神戸市 国登録 1968
教育施設 尼崎開明尋常小学校（尼崎市役所開明庁舎） 尼崎市 国登録 1937
教育施設 尼崎市立城内高等学校 尼崎市 1937

教育施設 関西学院校内建築物（時計台・旧図書館） 西宮市
国登録

近代化産遺
1929

教育施設 関西学院校舎・経済学部 西宮市 1929
教育施設 関西学院校舎・文学部 西宮市 1929
教育施設 関西学院校舎・神学部 西宮市 1929
教育施設 関西学院校舎・商学部 西宮市 1929
教育施設 関西学院・学院本部 西宮市 1929
教育施設 旧関西学院宗教館（吉岡記念館） 西宮市 1929
教育施設 関西学院校舎・中学部 西宮市 1929

教育施設 神戸女学院校内建築物・本館 西宮市
国登録・重文
近代化産遺

1933

教育施設 神戸女学院文学館 西宮市
国登録・重文
近代化産遺

1933

教育施設 神戸女学院講堂 西宮市 1933
教育施設 神戸女学院音楽館 西宮市 1933
教育施設 神戸女学院ケンウッド館 西宮市 1933
教育施設 聖和大学構内建築物（セミナハウス等） 西宮市 1932
教育施設 旧武庫川高等女学校本館 西宮市 1939
教育施設 松山大学温山記念会館 西宮市 兵庫近代 1928

教育施設
旧今津村立今津小学校校舎（今津小学校「今津六角
堂」）

西宮市

教育施設 旧兵庫県立伊丹高等女学校門柱 伊丹市 1923
教育施設 小林聖心女学院本館 宝塚市 国登録 1927
教育施設 旧雲雀丘学園校舎 宝塚市 1921
教育施設 旧黒川小学校校舎 川西市 県景観重要 1904
教育施設 三田学園中学本館 三田市 国登録 1912
教育施設 三田学園創立２５周年記念図書館 三田市 国登録 1937

教育施設 旧兵庫県明石女子師範学校付属国民学校校舎 明石市 1937

教育施設 明石市立天文科学館 明石市 国登録 1960

教育施設 小野市立好古館（旧小野小学校講堂） 小野市 1937
教育施設 学問所「申義堂」（部材活用復元） 高砂市 市指定 1810頃
教育施設 西脇市立西脇小学校校舎 西脇市 国指定 1937
教育施設 旧日吉小学校校舎 加西市 1891
教育施設 旧瀧野東小学校講堂 加東市 1935
教育施設 思念研修所 多可町 1925頃
教育施設 兵庫県立大学書写キャンパス構内建築物 姫路市 国登録 1926
教育施設 旧県立姫路高校講堂（兵庫県立兵庫大学講堂） 姫路市 国登録 1926

教育施設
旧県立姫路高校本館（兵庫県立兵庫大学ゆりの木会
館）

姫路市 国登録 1926

教育施設 ｑ 姫路市 市指定
教育施設 敬業館講堂 姫路市 市指定
教育施設 達徳会館 豊岡市 県指定 1896
教育施設

コウノトリ保護増殖センター　第一フライングゲー
ジ

豊岡市 国登録 1965
教育施設 篠山市立八上小学校校舎 篠山市 1937
教育施設 篠山市立篠山小学校校舎 篠山市 1951頃
教育施設 旧柏原尋常中学校本館（県立柏原高校柏陵記念館） 丹波市 国登録 1897

教育施設 旧氷上郡各町村立高等小学校校舎（大手会館） 丹波市 1886

教会等 旧ユニオン教会（フロイントリーブ本店） 神戸市 国登録 1929



教会等 神戸ムスリムモスク 神戸市 1935
教会等 日本基督教団神戸教会 神戸市 1932
教会等 天理教箕岡分教会 神戸市 1925頃

教会等 神戸市立外国人墓地 神戸市 国名勝
1867-
1961

教会等 神戸昇天教会 神戸市 1910
教会等 神戸西部教会 神戸市
教会等 芦屋仏教会館（旧芦屋市図書館） 芦屋市 国登録 1927
教会等 夙川カトリック教会 西宮市 1922
教会等 豊岡カトリック教会 豊岡市 1922

「指定欄」 国史跡＝国指定の史跡
国重文＝国指定の重要文化財
国登録＝国登録の有形文化財
県指定重要＝県指定の重要有形文化財
県景観重要＝県指定の景観形成重要建造物
市指定＝市指定の有形文化財
市景観重要＝市指定の都市景観重要建築物
市景観＝市指定の都市景観形成（指定）建築物
近代化産遺＝国（経済産業省）指定の近代化産業遺産
兵庫近代＝ひょうごの近代住宅１００選
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