
番号 ここドコ・これナニ 市町 番号 ここドコ・これナニ 市町
001k 阪神大水害慰霊碑 神戸市兵庫区 053h 妙見ケーブル「黒川駅」 川西市黒川

002w 地蔵堂（大石りく休憩） 福崎町西田原 054k 没後２００年記念モーツアルト像 神戸市中央区

003k 宮城道雄生誕地の碑（箏曲演奏家） 神戸市中央区 055b 県立陶芸美術館、内庭プロムナード 篠山市今田町

004a 淳仁天皇淡路陵 南あわじ市 056a 県立淡路園芸学校 淡路市野島

005k 太山寺 神戸市西区 057k ﾒﾘｹﾝｼｱﾀｰ（外国映画上陸第一歩）の碑 神戸市中央区

006t 但馬基点一里塚跡 朝来市生野町 058w 槻坂の切通し（旧道） 姫路市西脇

007h 多田銀銅山　銀山橋 猪名川町広根 059k 扇港５０周年記念碑 神戸市兵庫区

008e 播州葡萄園跡ぶどう園池 稲美町印南 060t ほたるの館 養父市奥米地

009k 多井畑厄除八幡宮　疫除祭塚横拝殿 神戸市須磨区 061t 竹田城跡（天空の城） 朝来市和田山

010b 波々伯部神社 篠山市日置 062k 倚松庵（谷崎潤一郎旧居） 神戸市東灘区

011a 上池田ダム用水、円筒分水 南あわじ市 063h 尼崎城址公園 尼崎市北城内

012e 別府鉄道のディーゼル機関車と客車 播磨町大中 064b 立杭焼の登り窯（陶の郷） 篠山市今田町

013k 西神中央公園の銅鐸 神戸市西区 065k 伊藤博文公の像の台座 神戸市中央区

014b 元篠山藩家老屋敷門 篠山市二階町 066a 五斗長垣内遺跡 淡路市黒谷

015h 一庫ダム 川西市一庫 067w 姫路モノレール軌道跡 姫路市南畝町

016w 破磐神社、神宮皇后ゆかりの巨岩 姫路市大市 068e 加古川Ｂ級グルメ、かつめし 加古川市野口

017k なぎさ公園ハーバーウォーク 神戸市中央区 069w 赤穂事件急使の早籠の像 赤穂市高野

018t 出石永楽館 豊岡市出石町 070k オランダの跳ね橋 神戸市中央区

019e 御坂サイフォン眼鏡橋 三木市志染町 071a 瀬戸内少年野球団の記念碑 洲本市五色町

020w 姫路市立美術館と姫路城の濠 姫路市本町 072h 今津砲台跡の碑 西宮市今津

021w 赤穂事件早籠、息継井戸 赤穂市加里屋 073k 六條八幡宮・流鏑馬神事 神戸市北区

022k 夕鶴の像（王子動物園前） 神戸市灘区 074e 法華山一乗寺の古法華石仏 加西市坂本町

023t 生野銀山、金香瀬観光坑道坑口 朝来市生野町 075h 稲の笹原モニュメント 伊丹市東有岡

024k 三宮神社の大砲 神戸市中央区 076w 河童淵（市川） 福崎町辻川

025e 明石港と旧灯台 明石市本町 077w 波賀城史跡公園・入口 宍粟市波賀町

026a 神戸震災の壁（北淡震災記念公園） 淡路市小倉 078k 旧居留地下水道溝跡 神戸市中央区

027h 国鉄旧福知山線廃線跡 宝塚市切畑 079b 川代渓谷（川代公園） 丹波市山南町

028b 旧陸軍篠山連隊跡 篠山市東浜谷 080t 神子畑鋳鉄橋 朝来市佐嚢

029w 鈴ヶ森神社、柳田國男奉納石柱 福崎町西田原 081k 新幹線車両展示 神戸市兵庫区

030k 兵庫懸里程元標 神戸市中央区 082w 銀の馬車道、修復の碑 姫路市砥堀

031w 金倉の六地蔵 佐用町平福 083b 丹波の森公苑 丹波市柏原町

032t 城崎温泉「御所の湯」 豊岡市城崎町 084h 猪名寺廃寺跡 尼崎市猪名寺

033k 孫文記念館「天下為公」碑 神戸市垂水区 085k 横溝正史生誕の地碑 神戸市兵庫区

034b 柏原の「木の根橋」（天然記念物） 丹波市柏原町 086w 遊女友君の塚 たつの市御津

035w 家原遺跡公園「古代の村」 宍粟市一宮町 087t 湯村温泉、荒湯 新温泉町湯

036h 宝塚大橋の彫刻像 宝塚市南口 088a 伊弉諾神社 淡路市一宮町

037e Ｅディフェンス（防災科学技術研究所 三木市志染町 089e 肥料王（多木化学創業者）の碑 加古川市別府

038a 高田屋嘉兵衛のお墓（埋葬地） 洲本市五色町 090k 諏訪山ラヂオ塔 神戸市中央区

039w 日本玩具博物館 香寺町中仁野 091w 播磨テクノポリス中央公園ｾﾝﾀｰｻｰｸﾙ 上郡町光都

040k 下谷上農村歌舞伎舞台 神戸市北区 092k 鉄人２８号街灯 神戸市長田区

041t 余部鉄橋と転落事故慰霊碑・観音像 香美町香住区 093a 由良要塞　保塁のカノン砲 洲本市由良

042k 湊川隧道吐門口（西口） 神戸市長田区 094k 旧居留地の碑 神戸市中央区

043b 柏原藩、太鼓やぐら 丹波市柏原町 095w 斑鳩寺、聖徳太子童像 太子町斑鳩

044w フォレストステーション波賀 宍粟市波賀町 096h 有岡城跡 伊丹市伊丹

045h 阪神タイガース、虎像 西宮市甲子園 097e 広渡廃寺、伽藍模型 小野市広渡町

046e 元陸軍鶉野飛行場跡 加西市鶉野 098b 達身寺 丹波市氷上町

047e 元、国鉄鍛冶屋線鍛冶屋駅舎 多可町中町 099k 国鉄有馬線「有馬温泉駅」跡 神戸市北区

048a 松帆の浦の恵比須神社 淡路市松帆 100t 茶すり山古墳 朝来市和田山

049w 利神城跡 佐用町平福

050k 大楠公六百年祭斉行之碑 神戸市兵庫区

051e 船上（ふなげ）城跡 明石市神明町

052w 播磨テクノポリス中央公園周辺 上郡町光都
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