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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（３）

８の（３）主な居宅の近代化遺産（多いので主なもの） ※第72版（2023.328）

分野 遺跡名 所在地 参照 竣工年

地区指定 神戸市北野町山本通（港町） 神戸市 重要伝統的建造物群保存地区 1980指定

地区指定 豊岡市出石（城下町） 豊岡市 重要伝統的建造物群保存地区 2007指定

地区指定 篠山市篠山（城下町） 篠山市 重要伝統的建造物群保存地区 2004指定

地区指定 篠山市福住（宿場町・農村集落） 篠山市 重要伝統的建造物群保存地区 2012指定

地区指定 養父市大屋町大杉（山村・養蚕集落） 養父市 重要伝統的建造物群保存地区 2017指定

地区指定 たつの市龍野地区 たつの市 重要伝統的建造物群保存地区 2019指定

地区指定 たつの市御津町室津地区 たつの市 歴史的景観形成地区
1994指定
2010変更

地区指定 多可町加美区岩座神地区 多可町 歴史的景観形成地区 1999指定

地区指定 高砂市高砂地区 高砂市 歴史的景観形成地区 2006指定

地区指定 新温泉町浜坂味原川周辺地区 新温泉町 歴史的景観形成地区 2008指定

地区指定 佐用町平福地区 佐用町 歴史的景観形成地区 2011指定

地区指定 加西市北条地区 加西市 歴史的景観形成地区 2012指定

地区指定 太子町斑鳩地区 太子町 歴史的景観形成地区 2013指定

地区指定 神河町中村・粟賀町 神河町 歴史的景観形成地区 2014指定

居宅 移情閣（孫文記念館） 神戸市
国指定・県指定重要・兵庫近

代
1915

居宅 旧ハンター住宅 神戸市 国指定・兵庫近代 1907
居宅 旧ハッサム住宅 神戸市 国指定・兵庫近代 1902
居宅 旧トーマス邸（風見鶏の館） 神戸市 国指定・兵庫近代 1909
居宅 旧シープ邸（萌黄の館、小林家住宅） 神戸市 国指定 1903
居宅 旧小寺家厩舎（相楽園内） 神戸市 国指定・兵庫近代 1907
居宅 旧ハムウェイ邸（アメリカンハウス） 神戸市 国登録
居宅 旧J.シュー邸（北野物語館） 神戸市 国登録
居宅 旧ハリヤー邸主屋（うろこの家） 神戸市 国登録・兵庫近代
居宅 旧シュエケ邸 神戸市 兵庫近代 1896
居宅 旧グラシアニ邸（焼失後再建） 神戸市 兵庫近代 1908

居宅
旧ゲンセン邸（中華民国留日神戸華僑
総会館）

神戸市 1909

居宅 旧ヘーガー家住宅（みなと異人館） 神戸市 市重要伝建 1905

居宅 旧居留地十五番館（旧ノザワ本社） 神戸市
国指定・近代化産遺・兵庫近

代
1881頃

居宅 旧村山家住宅（香雪美術館洋館） 神戸市 国指定・兵庫近代 1909
居宅 木水家住宅主屋 神戸市 国登録 1926

居宅 富永家住宅（深江文化村） 神戸市
国登録・市重要伝建・兵庫近

代
1925

居宅 古津家住宅（深江文化村） 神戸市
国登録・市重要伝建・兵庫近

代
1925

居宅 旧室谷家住宅 神戸市 国登録 1934
居宅 旧平賀家住宅主屋 神戸市 国登録 1918
居宅 内田家住宅 神戸市 県指定
居宅 旧西尾家住宅 神戸市 県指定重要・兵庫近代 1919
居宅 小林家住宅 神戸市 市重要伝建・兵庫近代 1903
居宅 旧アボイ邸 神戸市 市重要伝建・兵庫近代 1920頃
居宅 旧アメリカ総領事官舎 神戸市 市重要伝建・兵庫近代 1898
居宅 旧ドレウェル邸 神戸市 市重要伝建・兵庫近代 1915
居宅 旧ヒルトン邸 神戸市 市重要伝建・兵庫近代 1910頃
居宅 旧フデセック邸 神戸市 市重要伝建・兵庫近代 1909
居宅 チャン邸 神戸市 市重要伝建・兵庫近代 1892
居宅 バラスティン邸 神戸市 市重要伝建・兵庫近代 1914
居宅 林邸 神戸市 市重要伝建・兵庫近代 1900
居宅 レイン邸 神戸市 市重要伝建・兵庫近代 1900
居宅 若松邸 神戸市 市重要伝建・兵庫近代 1898



居宅 旧モロゾフ家住宅（増田家住宅） 神戸市 国登録 1951
居宅 北野町周辺の異人館等（その他多数） 神戸市 市重要伝建 1898-

居宅
旧小寺家住宅別荘（甲南女子大学セミ
ナーハウス）

神戸市
国登録・市重要伝建・近代化

産遺
1935

居宅 小寺家住宅 神戸市 1931
居宅 旧高嶋家住宅（甲南漬資料館） 神戸市 国登録・兵庫近代 1930
居宅 鶴崎家住宅 神戸市 兵庫近代 1907
居宅 旧乾家住宅 神戸市 兵庫近代 1936
居宅 旧池長家住宅「紅塵荘」 神戸市 兵庫近代 1928
居宅 神社家住宅 神戸市 兵庫近代 1935
居宅 塩野家住宅 神戸市 1923
居宅 大林家住宅 神戸市 1932
居宅 長岡家住宅 神戸市
居宅 岩井家住宅 神戸市
居宅 田中家住宅（かやぶき） 神戸市北区 市景観重要 19ｃ前半
居宅 木住家住宅 神戸市 1928
居宅 旧メッテル邸 神戸市 1927
居宅 旧武田家住宅（東灘区） 神戸市 1932
居宅 旧小倉家住宅 神戸市 1925
居宅 松山家住宅 神戸市
居宅 村田家住宅 神戸市
居宅 山田家住宅 神戸市
居宅 荻野家住宅 神戸市 市重要伝建 1907
居宅 片野家住宅 神戸市
居宅 上田家住宅 神戸市
居宅 旧武田家住宅（垂水区） 神戸市 1920代
居宅 大内家住宅 神戸市 1925頃

居宅
カフェドボウ・ガレリア・レディーロ
ディーロ

神戸市 1925頃

居宅 翠嵐房 神戸市 兵庫近代
居宅 ヴォーリズ六甲山荘 神戸市 兵庫近代
居宅 ヴォルヒン邸 神戸市 兵庫近代 1930頃
居宅 上久保邸 神戸市 兵庫近代 1930頃
居宅 キャサン・アンダーセン邸 神戸市 兵庫近代 1899
居宅 旧スタディック邸 神戸市 兵庫近代 1890頃
居宅 旧ボリビア領事館 神戸市 兵庫近代 1900頃
居宅 旧モッシュ邸 神戸市 兵庫近代 1920頃
居宅 神戸華僑総会 神戸市 兵庫近代 1909
居宅 高木・渋谷邸 神戸市 兵庫近代 1929
居宅 丹生邸 神戸市 兵庫近代 1906
居宅 鄭邸 神戸市 兵庫近代 1912頃
居宅 寺西邸 神戸市 兵庫近代 1925頃
居宅 門邸 神戸市 兵庫近代 1895
居宅 李及び山下家住宅 神戸市 兵庫近代
居宅 旧Ｆ・ビショップ邸（「東天閣」） 神戸市 兵庫近代 1930
居宅 旧槌橋家住宅 神戸市 兵庫近代
居宅 旧グッゲンハイム家住宅 神戸市 兵庫近代 1912頃
居宅 旧武藤山治邸（移築） 神戸市 国登録・兵庫近代 1907

居宅
旧岡田家住宅（関西ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ芦屋
校）

神戸市 兵庫近代 1938

居宅 景山家住宅 神戸市 兵庫近代 1931

居宅
旧大谷家住宅（神戸大六甲台後援会ロ
イ・スミス館）

神戸市 市景観重要・兵庫近代 1936

居宅 旧トーセン邸 神戸市 兵庫近代
居宅 旧バクレー邸 神戸市 兵庫近代
居宅 旧フェレ邸（ベンの家） 神戸市 兵庫近代
居宅 洋館長屋（仏蘭西館） 神戸市 兵庫近代
居宅 マリニン・フタレフ邸 神戸市 兵庫近代

居宅
旧ナショナルシティバンク神戸支店長
宅

神戸市 兵庫近代



居宅 旧神戸地方裁判所長宿舎 神戸市 兵庫近代
居宅 椿原家住宅 神戸市 兵庫近代
居宅 展望塔の家 神戸市 兵庫近代
居宅 萩野家住宅 神戸市 兵庫近代
居宅 旧後藤家住宅 神戸市 市景観重要・兵庫近代 1920代
居宅 倚松庵・谷崎潤一郎旧居 神戸市 1929
居宅 旧木下家住宅 神戸市 国登録 1941
居宅 旧ジェームス家住宅（望淡荘） 神戸市 市指定 1934
居宅 旧日下部家住宅（舞子ホテル） 神戸市 兵庫近代
居宅 旧ジョネス邸（旧山田邸） 神戸市 兵庫近代 1919
居宅 岸本家別邸 神戸市 国登録 明治後期
居宅 渕上家住宅 神戸市 市指定
居宅 岡家住宅 神戸市 市指定 明治中期
居宅 大前家住宅（かやぶき） 神戸市 国登録 1832
居宅 大西家住宅（レストハウスまきば） 神戸市 兵庫近代 1937
居宅 旧鍵野家住宅主屋 神戸市 国登録 1924
居宅 坂井家住宅主屋 神戸市 国登録
居宅 箱木家主屋（箱木千年家） 神戸市 国指定 室町時代
居宅 箱木家土蔵（箱木千年家） 神戸市 市指定 江戸後期
居宅 旧石阪家住宅（長田家住宅）主屋 神戸市 国登録 1940頃
居宅 山本家住宅（かやぶき） 神戸市 市景観重要 1902頃
居宅 清内家住宅（かやぶき） 神戸市 市景観重要 1864頃
居宅 番匠家住宅（かやぶき） 神戸市 国登録
居宅 野々村家住宅主屋（旧坂家住宅主屋） 神戸市 国登録・市景観重要 1922
居宅 稲生家住宅 神戸市 市景観重要 1882
居宅 安福家住宅 神戸市 市景観重要 1877
居宅 中川家住宅（かやぶき） 神戸市西区 市景観重要 19ｃ後半
居宅 山下家住宅（かやぶき） 神戸市北区 市景観重要 1850頃
居宅 稲葉家住宅（かやぶき） 神戸市北区 市景観重要 明治初年
居宅 財田家住宅 神戸市西区 市景観重要 19ｃ前半
居宅 綿貫家茶室「無汸庵」 神戸市 国登録 1969

居宅 田近家住宅 尼崎市 国登録
居宅 森松家住宅 尼崎市 国登録
居宅 芦田家住宅 尼崎市 国登録
居宅 田中家住宅 尼崎市 国登録 1887
居宅 島中家住宅 尼崎市 国登録
居宅 広田家住宅 尼崎市 国登録
居宅 武庫之荘住宅地 尼崎市 1937-
居宅 坂野家住宅 尼崎市 兵庫近代
居宅 上原家住宅 尼崎市 国登録 1868頃
居宅 小西家住宅 尼崎市 国登録

居宅 旧小阪家住宅 尼崎市 県指定重要
江戸期
芦屋より移
築

居宅 旧山邑邸住宅（淀川製鋼迎賓館） 芦屋市 国指定・兵庫近代 1924

居宅
旧松本家住宅「松濤館」（芦屋市立図
書館打出分室）

芦屋市 国登録 1930

居宅 旧山口家住宅（滴翠美術館） 芦屋市 兵庫近代 1933
居宅 中山家住宅（明花荘） 芦屋市 1930
居宅 稲畑家住宅 芦屋市 兵庫近代 1937
居宅 旧横田家住宅 芦屋市 1933
居宅 澁谷家住宅 芦屋市 1918
居宅 旧右近家住宅 芦屋市 1922
居宅 旧右近家収蔵庫 芦屋市 1927
居宅 旧朽木家住宅・鹽通山荘 芦屋市 1935
居宅 松橋家住宅 芦屋市 1935
居宅 萬野家住宅 芦屋市 昭和
居宅 旧藤井家住宅 芦屋市 昭和



居宅 近藤家住宅 芦屋市 昭和
居宅 西村家住宅 芦屋市 昭和
居宅 旧上野家住宅 芦屋市 1921
居宅 旧菅原家住宅 芦屋市 1926
居宅 旧田中家住宅 芦屋市 1923
居宅 京極家住宅 芦屋市 1931
居宅 旧友田家住宅 芦屋市 1935
居宅 三木家住宅 芦屋市 1933
居宅 旧小出家住宅 芦屋市 1927
居宅 重信家住宅（重信医院） 芦屋市 兵庫近代
居宅 芦屋市営宮塚住宅 芦屋市 国登録 1953

居宅 旧辰馬喜十郎住宅 西宮市
県指定重要・近代化産遺・兵

庫近代
1888

居宅
旧山本清家住宅（山本清記念財団会
館）

西宮市 国登録・兵庫近代 1938

居宅 関西学院大学外国人住宅１号館 西宮市 兵庫近代 1929

居宅
神戸女学院外国人教員住宅（ケンウッ
ド館）

西宮市 兵庫近代 1933

居宅
神戸女学院外国人教員住宅（エッジ
ウッド館）

西宮市 兵庫近代 1933

居宅 松山大学温山記念会館 西宮市 兵庫近代 1928

居宅
旧ナショナルシティバンク大阪支店社
宅

西宮市 兵庫近代

居宅
住宅（くらしのきもの資料館）1934
年移築

西宮市 1920

居宅 広岡家住宅 西宮市 1926
居宅 ヨスト家住宅 西宮市 1929

居宅
旧松本安弘邸（宝塚市中央図書館桜ガ
丘資料室）

宝塚市 国登録・兵庫近代 1937

居宅 正司家住宅洋館（旧徳田家住宅） 宝塚市 国登録・兵庫近代・市景観 1919
居宅 旧和田正宣家住宅 宝塚市 市指定
居宅 旧日高家住宅（小山家住宅） 宝塚市 市景観 1922
居宅 雲雀丘・花屋敷住宅群（その他） 宝塚市 市景観 1919～
居宅 井上家住宅 宝塚市 市景観 1921
居宅 乾家住宅 宝塚市 兵庫近代 1937
居宅 日下家住宅 宝塚市 国登録・市景観・兵庫近代 1927
居宅 栗原家住宅 宝塚市 国登録・兵庫近代 1927
居宅 河野家住宅 宝塚市 市景観・兵庫近代 1922

居宅
旧諏訪家住宅（旧高碕達之助邸・高碕
記念館）

宝塚市 市景観・兵庫近代 1923

居宅 高添家住宅 宝塚市 国登録・市景観・兵庫近代 1930頃

居宅 武藤家住宅 宝塚市 市景観・兵庫近代 1937
居宅 村上家住宅 宝塚市 市景観・兵庫近代 1927
居宅 森實家住宅 宝塚市 兵庫近代 1920頃
居宅 森本家住宅 宝塚市 市景観・兵庫近代 1927
居宅 安田家住宅 宝塚市 市景観・兵庫近代 1921
居宅 吉川家住宅 宝塚市 市景観・兵庫近代
居宅 清滝家住宅 宝塚市 1925頃
居宅 下浦家住宅 宝塚市 1925頃
居宅 太田家（谷野家）住宅 宝塚市 1930
居宅 石田家住宅 宝塚市 1935
居宅 入江家住宅 宝塚市 大正
居宅 旧小林家住宅 宝塚市
居宅 西宗家住宅 宝塚市
居宅 太田家住宅 宝塚市
居宅 笠原家住宅 宝塚市
居宅 飯島家住宅 宝塚市
居宅 有本家住宅 宝塚市



居宅 山下家住宅 宝塚市
居宅 塘家住宅 宝塚市
居宅 岡家住宅 宝塚市
居宅 （名称不明）住宅 宝塚市
居宅 井上家住宅（別） 宝塚市
居宅 伊藤家住宅 宝塚市 1932
居宅 奥野家住宅 宝塚市 1902
居宅 不破家住宅 宝塚市

居宅
旧土井内蔵邸（宝塚市立中央図書館桜
ガ丘資料室）

宝塚市 国登録 1937

居宅 旧高碕家住宅（高碕記念館） 宝塚市 国登録 1923

居宅 旧平賀家住宅主屋、洋風東屋 川西市 国登録・兵庫近代 1918
居宅 井畑家住宅 川西市 兵庫近代
居宅 柴田家住宅 川西市 兵庫近代 1920頃

居宅
東多田夢勝庵（旧庄屋宅・西村家住
宅）

川西市 国登録・県景観重要 江戸後期

居宅 旧平安家住宅 川西市 国登録 1918-19

居宅 旧岡田家住宅 伊丹市 国指定 1674-
居宅 旧石橋家住宅（移築復旧） 伊丹市 県指定重要 1800頃
居宅 箟家住宅 伊丹市 大正

居宅 旧九鬼家住宅 三田市 県指定重要・兵庫近代 1872-

居宅 前田家住宅 三田市
国登録・県景観重要・兵庫近

代
1926

居宅 奥野家住宅「秋景楼」 三田市 兵庫近代 1885

居宅 仁部家住宅 猪名川町 国登録・県景観重要 1738頃
居宅 旧富田家住宅（静恩館） 猪名川町 国登録 1934

居宅 安藤家洋館 明石市 1918
居宅 明治天皇大久保御小休憩所建物 明石市

居宅 旧玉置家住宅 三木市 国登録 1826
居宅 小河家別邸 三木市 国登録 1900頃
居宅 小河家庭園 三木市 県指定重要
居宅 和田家住宅 三木市 大正末期

居宅 内藤家住宅洋館 小野市 1935

居宅 多木浜洋館 加古川市 国登録・県景観重要 1924
居宅 大蔵家住宅 加古川市 国登録・県景観重要
居宅 本岡家住宅 加古川市 県指定
居宅 神田家住宅洋館 加古川市 国登録 1915頃
居宅 元大西家住宅（みとろ苑） 加古川市 国登録 1920頃
居宅 神吉家住宅 加古川市 明治

居宅 花井家住宅（高砂来て民家） 高砂市 国登録 江戸時代
居宅 土田家住宅（旧魚橋郵便局舎） 高砂市 国登録・県景観重要 1910
居宅 大﨑家住宅 高砂市 国登録 1909
居宅 松本家住宅 高砂市

居宅 梅谷家住宅 播磨町 国登録 1938

居宅 長浜家住宅 加東市 1935
居宅 阿江家住宅 加東市 国登録

居宅 稲岡家住宅主屋、離れ 加西市 国登録 1930頃
居宅 高井家住宅主屋 加西市 国登録・県景観重要 1851



居宅 水田家住宅主屋 加西市 国登録 1922

居宅 旧来住家住宅 西脇市 国登録 1918

居宅
旧藤井家住宅洋館（豪農の館、コヤノ
美術館西脇館）

西脇市 国登録 1890

居宅 高瀬家住宅洋館 西脇市 1936

居宅 加藤家住宅 姫路市 国登録 1862
居宅 旧濱本家住宅（姫路市文学館望景亭） 姫路市 国登録 大正初期
居宅 梶原家住宅 姫路市 国登録
居宅 上月家住宅 姫路市 国登録
居宅 魚橋家住宅（主屋） 姫路市 国登録
居宅 芥田家住宅（主屋） 姫路市 国登録
居宅 土井家住宅 姫路市 国登録
居宅 山本家住宅 姫路市 市景観重要 1918
居宅 菅尾家住宅 姫路市 市景観重要 1917
居宅 旧八木家住宅（認定こども園園舎） 姫路市 国登録 江戸末期
居宅 鷹津家住宅 姫路市 国登録 1894
居宅 旧藤森家住宅 姫路市 国登録 1940

居宅 永富家住宅 たつの市 国指定
居宅 千本内海家住宅 たつの市 国登録
居宅 小林實家住宅土蔵 たつの市 国登録
居宅 旧豊野家住宅（室津民俗館） たつの市 県指定
居宅 堀家住宅 たつの市 国指定 1767
居宅 梅村家住宅 たつの市 1910頃
居宅 龍野武家屋敷 たつの市 江戸時代

居宅 山内家住宅（三日月藩御殿医） 宍粟市 県景観重要

居宅 浜本家住宅 相生市 国登録
居宅 松田家住宅 相生市 県景観重要

居宅 三木家住宅 福崎町 県指定重要 1737-
居宅 柳田國男生家（移築保存） 福崎町 県指定重要 1875頃

居宅
旧尾野家住宅主屋、土蔵（太子町立民
俗資料館）

太子町 県指定 1860-

居宅 石堂家住宅 佐用町 国登録 1860-

居宅 旧瓜生原家住宅 佐用町 県指定 1810

居宅 豊岡復興建築群（北但大震災） 豊岡市 1926-
居宅 赤木家住宅ほか 豊岡市 国登録
居宅 家老屋敷（出石） 豊岡市 江戸時代

居宅
下級武士住居（足軽住宅）（元、武家
屋敷資料館）（出石歴史文化交流館）

豊岡市 1866

居宅 御用地館（竹野） 豊岡市 明治
居宅 大石家住宅 豊岡市 国登録・県景観重要 1868頃
居宅 旧福富家住宅（豊岡市立出石史料館） 豊岡市 市指定 1912

居宅 桑田家 朝来市 国登録
居宅 松本家住宅母屋 朝来市 国登録
居宅 佐藤家住宅別邸 朝来市 国登録
居宅 今井家住宅 朝来市 国登録

居宅
旧吉川家住宅（生野町まちづくり工房
「井筒屋」）

朝来市 国登録 1832

居宅 旧大山師家住宅 朝来市 1889

居宅 綾部家住宅 朝来市 国登録



居宅 日下家住宅 朝来市 国登録

居宅 進藤家住宅（佐中の千年家） 朝来市 国登録

居宅 旧栃尾家住宅 養父市 市景観重要 1885頃

居宅 旧個人宅（漢学塾「立誠舎」 養父市 1813

居宅
旧森家住宅（浜坂先人記念館「以命
亭」）

新温泉町 国登録 1888

居宅 お徒士町武家屋敷群 丹波篠山市 国保存地区 1830頃

居宅
旧安間家住宅（武家屋敷安間家史料
館）

丹波篠山市 国保存地区 1830頃

居宅 中井家住宅 丹波篠山市 市景観重要 明治後期

居宅 前中家住宅 丹波篠山市 市景観重要 明治時代

居宅 旧友井家住宅 丹波市 国指定

居宅 蘆田家住宅等 丹波市 国登録 江戸後期

居宅 旧中道家住宅 丹波市 江戸末期

居宅 薬師山山荘（旧油屋商家） 丹波市 1856

居宅 幽石軒 丹波市 県景観重要

居宅 旧西垣家住宅 丹波市 国登録 明治後期

居宅 旧米田家住宅洋館「春陽荘」 洲本市 国登録・県景観重要 1941

居宅 旧川上家住宅 洲本市

居宅 永田家住宅 南あわじ市 国登録 1888

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
国保存地区＝国指定の重要伝統的建造物群保存地区
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
市重要伝建＝市指定の重要伝統的建造物群保存地区の建築物
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

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