
番号 ここドコ・これナニ 市町 番号 ここドコ・これナニ 市町

201e 日本のへそ公園・方位の広場 西脇市上比延町 253k 神戸三宮駅前国道２号地下道 神戸市中央区雲

202k 菅原すいせん公園上皇后記念銅板 神戸市長田区 254h 静思館（旧冨田家住宅） 猪名川町上野字

203b 雲部車塚古墳 丹波篠山市 255k 一宮神社 神戸市中央区

204w 旧制姫路高等学校の学生像（県立大学姫路市新在家本 256w 宮本武蔵修練の地碑（圓光寺） たつの市龍野町

205t 史跡・生野鉱山観光坑道（巻揚機） 朝来市生野町 257k D51機関車（神戸駅前） 神戸市中央区相

206a 古代の道南海道「力石」 洲本市下内膳 258e 山陽電鉄人丸前駅ホーム子午線 明石市天文町

207h 遊女「梅川の像」（JR尼崎駅北） 尼崎市潮江 259b 丹波黒豆の碑（JA特産館ささやま） 丹波篠山市黒岡

208k 神戸海援隊の碑（メリケンパーク） 神戸市中央区 260k ボウリング発祥の地碑（東遊園地） 神戸市中央区

209b 高源寺 丹波市青垣町 261t 道の駅「神鍋高原」 豊岡市日高町

210w 曽根跨線橋下の道標群 高砂市曽根 262h 多田銀銅山堀家精錬所跡 猪名川町銀山

211e JR土山駅前銅鐸画オブジェ 播磨町野添 263a 南あわじ市滝川記念博物館 玉青館 南あわじ市松帆

212k 西出鎮守稲荷神社ビリケンさん 神戸市兵庫区 264k 神戸税関（中庭から） 神戸市中央区

213t 道の駅フレッシュあさご・岩津ネギ 朝来市岩津 265b ﾐｵｰﾙ館ｱﾝﾃｨｰｸｶｯﾌﾟｷﾞｬﾗﾘｰ 丹波篠山市東吹

214w 辻川山公園河童オブジェ 福崎町西田原 266w 五智如来像（播磨国分寺） 姫路市御国野町

215b 丹波竜の里公園恐竜オブジェ 丹波市山南町上 267k 国道２号住吉橋（住吉川） 神戸市東灘区

216h 機銃掃射痕（開明中公園） 尼崎市開明町 268e 教信寺 加古川市野口町

217a 明石海峡大橋松帆アンカーレイジ 淡路市松帆 269k 神戸市立中央体育館前花壇オブジェ 神戸市中央区楠

218e 西脇市岡之山美術館（横尾忠則） 西脇市上比延町 270h 会下山遺跡 芦屋市三条町

219w 西国街道山田峠（順海寺） 太子町山田 271b 篠山城大書院 丹波篠山市北新

220e 石見葛丹斎の碑（神野石守） 加古川市神野石 272t 出石蕎麦用出石焼皿 豊岡市出石町

221k ｸﾙｰｽﾞ船ｺﾝﾁｪﾙﾄ号とﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸｵﾘｴﾝﾀﾙﾎﾃﾙ神戸市中央区 273h 蛭子大神御輿屋伝説の地碑 西宮市西宮本町

222h 宝塚歌劇１００年記念像（宝塚駅前）宝塚市栄町 274k フラワーロード市役所北オブジェ 神戸市中央区加

223a 風力発電（北淡震災記念公園） 淡路市小倉 275e ＪＲ福知山線廃線敷入口（西宮側） 西宮市名塩木之

224b 旧篠山市役所（大正ロマン館） 丹波篠山市北新 276w 唐船山山頂 赤穂市御崎

225w 赤穂坂越の木戸門跡 赤穂市坂越 277k 非核「神戸方式」の碑（華僑歴博前） 神戸市中央区

226e 県立明石公園鴻ノ池（剛ノ池） 明石市明石公園 278b 丹波古陶館 丹波篠山市河原

227t 明延鉱山明神鉄道一円電車 養父市明延 279h 阪神国道電車両（尼崎水明公園） 尼崎市水明町

228w 姫路城城見台公園 姫路市本町 280w 姫路駅前大手前通り 姫路市西駅前町

229b 柏原八幡神社五重塔 丹波市柏原町柏 281t 兵庫県立こうのとり博物館 豊岡市祥雲寺

230a 淡路人形浄瑠璃館 南あわじ市福良 282k 神戸空襲・いのちと平和の碑（大倉山 神戸市中央区楠

231h 尼崎城（復元） 尼崎市北城内 283w 播磨科学公園都市栗ノ木谷公園すべり台たつの市新宮町

232e 葦屋道満塚（正岸寺） 加古川市西神吉 284k 大橋地下道震災資料室ｳｫｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ 神戸市長田区腕

233k ハーバーランド・モザイク 神戸市中央区東 285e 御厨神社 明石市二見町東

234t 旧海崎医院 朝来市生野町口 286h 谷崎潤一郎「細雪」文学碑 芦屋市東芦屋町

235w 平知盛塚（平家落人の塚） 佐用町大畑 287w 有年宿番所跡（旧松下家宅跡） 赤穂市有年

236k 石峯寺 神戸市北区 288a 船木石上神社磐座 淡路市舟木

237e 大中遺跡公園 播磨町大中 289b 丹波立杭焼　登り窯 丹波篠山市今田

238h ぬえ塚（芦屋公園） 芦屋市松浜町 290k メリケン波止場の碑 神戸市中央区波

239w ど根性大根の碑（西法寺） 相生市那波野 291t 神子畑選鉱所シックナー跡 朝来市佐嚢

240b 田捨女像（柏原陣屋前） 丹波市柏原町柏 292k センタープラザスクエア　太陽の広場 神戸市中央区

241a 由良湊神社 洲本市由良 293h 名塩の国土地理院二等水準点 西宮市名塩

242k なぎさ防災公園 神戸市中央区 294e 明石市立文化博物館前　鴟尾像 明石市上の丸

243t 朝来市埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ・古代あさご館朝来市山東町大 295k 神戸市立中央図書館 神戸市中央区

244e 旧鶉野海軍飛行場　機銃座跡 加西市鶉野町 296t 香住余部の平内神社 香美町香住区余

245k 六甲オルゴール館 神戸市灘区六甲 297w 若狭野古墳 相生市若狭野町

246h 辻の碑（西国街道と多田街道） 伊丹市北伊丹 298b E135子午線通過点標識 丹波市青垣町小

247w 斑鳩寺 太子町鵤 299k ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ、ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞｳｫｰｸ跡 神戸市中央区

248t 旧生野支庁正門門柱（生野銀山） 朝来市生野町小 300h 阪急電鉄西宮北口駅ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞｸﾛｽ 西宮市高松町

249k 安徳帝内裏跡伝説地とモルガン灯籠 神戸市須磨区

250w 播磨国分寺跡（古代） 姫路市御国野町

251a 平和祈念観音像オブジェ（取壊予定）淡路市釜口

252e 古代の山陽道跡　碑沢池（福里） 明石市二見町福
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