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101k 神戸ファッション美術館 神戸市東灘区 153b 篠山市立武家屋敷・安間家史料館 篠山市西新町

102t 明延鉱山ムーセ旧居 朝来市佐嚢 154k 孫中山像（大倉山公園） 神戸市中央区

103h ハルヒの時計塔（阪急西宮北口駅北） 西宮市甲風園 155h 今津六角堂（今津小学校） 西宮市今津

104e 別所長治公像（三木城跡内） 三木市上の丸 156k 南京町 神戸市中央区

105a 松帆の浦碑 淡路市岩屋 157h 能勢電鉄・廃線モニュメント 川西市栄町

106e 石の宝殿（生石神社） 高砂市阿弥陀 158w 銀の馬車道発掘調査地（ﾖｰﾃﾞﾙの森東）神河町猪篠

107b デカンショ踊り像（篠山市役所前） 篠山市北新町 159k ジェームス山住宅地出入り口 神戸市垂水区

108k 北野、風見鶏の館前の公園 神戸市中央区 160t 余部鉄橋・新橋梁建設工事中2009年 香美町香住区

109h 武庫川髭の渡し（行者堂） 尼崎市常松 161t 出石神社 豊岡市出石町

110w 妙見寺 赤穂市坂越 162a 百人一首「来ぬ人を松帆の浦～」歌碑 淡路市松帆浦

111k さんきたｱﾓｰﾚ広場（おっぱい公園） 神戸市中央区 163k 温泉禅寺前の階段（有馬温泉） 神戸市北区

112k 太閤の湯殿館（発掘遺跡・有馬温泉） 神戸市北区 164k 御影公会堂 神戸市東灘区

113b 丹波布伝承館 丹波市青垣町 165w 宮本武蔵生誕之地碑（石海神社） 太子町宮本

114k 五色塚古墳 神戸市垂水区 166k 平清盛像（平野商店街前） 神戸市兵庫区

115s 日露友好の像（高田屋とゴローニン） 洲本市五色町 167e 竹中半兵衛のお墓 三木市平井

116w 黒田官兵衛顕彰碑（御着城跡公園） 姫路市御国野 168b JR柏原駅舎（1990年花博ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ） 丹波市柏原町

117e 明石城の巽櫓（明石公園内） 明石市明石公 169k NHK神戸放送局 神戸市中央区

118w 赤穂四十七義士像（赤穂大石神社） 赤穂市上仮屋 170h 関西学院大学図書館と芝生広場 西宮市上ヶ原

119k 湯川秀樹博士の平和祈念碑（海泉寺） 神戸市長田区 171t 日和山マリンワールド・竜宮城 豊岡市城崎町

120t 中嶋神社（菓祖・菓子の神） 豊岡市三宅 172k カトリックたかとり教会・キリスト像 神戸市長田区

121t 仏人技師コアニエ像（生野銀山） 朝来市生野町 173k 大丸神戸店 神戸市中央区

122a 野島断層保存館（北淡震災記念公園） 淡路市小倉 174b お菓子の里丹波・ミオール館 篠山市東吹

123w 宮本武蔵初決闘の場碑 佐用町平福 175w 姫路モノレール展示室展示車両内 姫路市西延末

124k 六甲ﾗｲﾅｰ住吉駅のﾚﾘｰﾌ「オーロラ」 神戸市東灘区 176a 慶野松原 南あわじ市松

125w ﾄﾞｲﾂ兵捕虜作欧州の城模型（本徳寺） 姫路市地内町 177w 元飾磨県庁跡（元姫路日赤病院跡） 姫路市龍野町

126k 相楽園（旧小寺邸） 神戸市中央区 178k いかなごのくぎ煮発祥地碑（駒林神社 神戸市長田区

127e 平井山ノ上付城跡（秀吉の本陣跡） 三木市平井山 179k みどりの塔・転落地球儀（須磨浦公園 神戸市須磨区

128b 丹波竜化石工房ちーたんの館 丹波市山南町 180h 満池谷ニテコ池 西宮市奥畑

129k 『三国志』の英雄関羽の像（新長田） 神戸市長田区 181a 旧鐘紡洲本工場跡（御食館） 洲本市塩屋

130h 灘五郷宮水庭園 西宮市久保町 182k 有馬温泉親水公園 神戸市北区

131t 鎧の袖（山陰ジオパーク・香住海岸） 香美町香住区 183b 丹波市役所柏原支所 丹波市柏原町

132k 沢の井（阪神御影駅南） 神戸市東灘区 184w お太子さんの石（鵤荘膀示石） 太子町鵤

133k 平盛俊塚 神戸市長田区 185k 旧武藤山治邸（舞子公園に移築） 神戸市垂水区

134b 篠山市立八上小学校・木造校舎 篠山市糯ヶ坪 186t 湯村温泉夢千代の像 新温泉町湯

135k 阪神岩屋駅（トンネル出入り口） 神戸市灘区 187k 明石海峡大橋下（舞子公園） 神戸市垂水区

136a 妙勝寺 淡路市釜口 188w 坂越浦と生島 赤穂市坂越

137k 神戸ムスリムモスク（日本最初） 神戸市中央区 189e 中部幾次郎（大洋漁業創業）像 明石市明石公

138w 小赤壁（公園） 姫路市木場 190k 旧国鉄神戸港臨港線廃線跡公園（岩屋 神戸市灘区

139k 三宮センター街メディテラス 神戸市中央区 191a 常隆寺（桓武天皇勅願寺） 淡路市久野々

140h 阪急宝塚駅前・楽器のオブジェ 宝塚市川面 192h 昆陽寺 伊丹市寺本

141a 絵島（おのころ島） 淡路市岩屋 193w 陰陽師葦屋道満宝筺印塔 佐用町乙大木

142t 但馬国府・国分寺館 豊岡市日高町 194h 宝塚・花の道 宝塚市栄町

143w 伊和神社（播磨一宮） 宍粟市一宮町 195k 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰ駅前リバーモール 神戸市東灘区

144e 尉と姥像（JR宝殿駅前） 高砂市神爪 196t 玄武洞公園（レストハウス内） 豊岡市赤石

145k 神戸映画資料館・映写機 神戸市長田区 197b 古民家の宿「集落丸山」 篠山市丸山

146e 兵庫県立考古博物館 播磨町大中 198k 北野工房のまち（旧北野小学校） 神戸市中央区

147b 丹波市立薬草薬樹公園ﾘﾌﾚｯｼｭ館 丹波市山南町 199e 御着城跡公園天川橋（移設） 姫路市御国野

148w 姫路市名古山霊苑・仏舎利塔 姫路市名古山 200k 灘五郷魚住郷「浜福鶴」 神戸市東灘区

149e 古代の「魚住の泊」跡 明石市大久保

150k ケミカルシューズ産業会館 神戸市長田区

151a 天王の森（早良親王埋葬地） 淡路市仁井

152k 花隈城跡 神戸市中央区
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