
参1 

参考資料１ 未指定の文化財一覧 

類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 建造物 寺院 西林寺 明石東部 大蔵町 11 中世 康安 2（1361）年創建 

有形文化財 建造物 寺院 円乗寺 明石東部 大蔵中町 7-9 近世 寛永 2（1624）年創建 

有形文化財 建造物 寺院 大蔵院 明石東部 大蔵本町 10 中世  

有形文化財 建造物 寺院 扇陽寺 明石東部 相生町 1-1-15   
有形文化財 建造物 寺院 長寿院 明石東部 人丸町 2-6 近世 天和 2（1682）年 

有形文化財 建造物 寺院 月照寺 明石東部 人丸町 1-29 近世 元和 4（1618）年 

有形文化財 建造物 寺院 雲晴寺 明石東部 人丸町 5-23 近世 慶長 18（1613）年創立 

有形文化財 建造物 寺院 高家寺 明石東部 太寺 2-10 近世 元和（1615～1624）年

間再建 
有形文化財 建造物 寺院 本松寺 明石東部 上ノ丸 1-17 近世 元禄 4（1691）年 

有形文化財 建造物 寺院 大聖寺 明石東部 上ノ丸 1-18-18 近代 明治 41（1908）年建立 

有形文化財 建造物 寺院 朝顔光明寺 明石東部 鍛治屋町 4 近世 元和 5（1619）年移転 

昭和 45（1970）年改築 
有形文化財 建造物 寺院 浜光明寺 明石東部 鍛治屋町 5 近世 元和 5（1619）年 

有形文化財 建造物 寺院 長林寺 明石東部 材木町 9-4 古代 霊亀（715～717）年間

創建 
有形文化財 建造物 寺院 宝林寺（寶林寺） 明石東部 材木町 14-5 近世 宝永 2（1705）年 

有形文化財 建造物 寺院 浄行寺 明石東部 材木町 9-19 近世  

有形文化財 建造物 寺院 本誓寺 明石東部 材木町 9-36 近世  

有形文化財 建造物 寺院 龍谷寺 明石東部 材木町 14-12 近世  

有形文化財 建造物 寺院 願成寺 明石東部 樽屋町 5-4 近世 元和（1615～1624） 

年間 
有形文化財 建造物 寺院 本立寺 明石東部 日富美町 6-8 近世 寛永（1624～1644） 

年間 
有形文化財 建造物 寺院 法音寺 明石東部 日富美町 13-35 近世 元文 5（1740）年本堂

寄進 
有形文化財 建造物 寺院 長久寺 明石東部 日富美町 13-15 古代 保元 3（1158）年建立 

有形文化財 建造物 寺院 無量光寺 明石東部 大観町 10-11 近世  

有形文化財 建造物 寺院 西安寺 明石東部 大観町 10-11   
有形文化財 建造物 寺院 善楽寺 明石東部 大観町 11 古代～中世 大化（645～650）年間

開基 
保元元（1156）年再興 

文禄 2（1539）年再建 
有形文化財 建造物 寺院 正徳寺 明石東部 大観町 12-5 近世 天正元（1573）年創建 

昭和 39（1964）年再建 
有形文化財 建造物 寺院 十輪寺 明石東部 西新町 1-2 近世 昭和 37（1962）年再建 

有形文化財 建造物 寺院 吉祥院 明石東部 船上町 3-8  昭和 27（1952）年改称 
有形文化財 建造物 寺院 護国寺密蔵院 明石東部 船上町 3-8 古代 延喜 4（904）年 

昭和 51（1976）年本堂

再建 
有形文化財 建造物 寺院 宝蔵寺 明石東部 林 2-1 古代 延喜 4（904）年創建 

有形文化財 建造物 寺院 善国寺 明石東部 林 2-14-5 近世 元和 3（1617）年創立 

有形文化財 建造物 寺院 神応寺 明石東部 林 2-14-3 古代 霊亀 2（716）年明治初

期移転 
有形文化財 建造物 寺院 観音堂（正護寺） 西明石 松江 410 近世 昭和 41（1966）年再建 

有形文化財 建造物 寺院 専修寺 明石東部 林 3-1-5 近世 宝徳 9（1759）年再建 

有形文化財 建造物 寺院 浄蓮寺 明石東部 林 3-15 近世 寛保 3（1743）年再建 
有形文化財 建造物 寺院 坂上寺 西明石 和坂 1-8 古代 平安時代創建 

寛永 9（1632）年 

地蔵堂建立 
有形文化財 建造物 寺院 福林寺 西明石 和坂 2-8 中世 大永年間（1521～1528） 
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 建造物 寺院 龍泉寺 西明石 藤江 1305 中世 建長 6（1254）年創建 
有形文化財 建造物 寺院 安養寺 西明石 野々上 1-10 中世 大永 5（1525）年開基 
有形文化財 建造物 寺院 西明寺 西明石 小久保 5-11 現代 昭和 20（1945）年創建 

昭和 38（1963）年本堂

建立 
有形文化財 建造物 寺院 慈泉寺 西明石 野々上 1-17 中世 建長 6（1254）年創建 
有形文化財 建造物 寺院 圓通寺（円通

寺） 
西明石 鳥羽 1592 現代 昭和 40（1965）年建立 

有形文化財 建造物 寺院 西東光寺 大久保 大久保町松陰 143 中世 天文 15（1546）年 
有形文化財 建造物 寺院 東東光寺 大久保 大久保町松陰 173 中世 享禄 3（1530）年開創 

有形文化財 建造物 寺院 大林寺 大久保 大久保町松陰新田

721-2 
近世 明暦 2（1655）年創建 

有形文化財 建造物 寺院 常徳寺 大久保 大久保町大久保 706 近世 慶長 13（1607）年創建 
有形文化財 建造物 寺院 常楽寺 大久保 大久保町大久保 848 中世 永禄 5（1562）年創建

昭和 51（1976）年改築 
有形文化財 建造物 寺院 教専寺 大久保 大久保町大窪 984 近世 享保（1716～1736）年

間移転 
有形文化財 建造物 寺院 専福寺 大久保 大久保町大窪 352 近世 明治 25（1892）年改築 
有形文化財 建造物 寺院 光触寺 大久保 大久保町大窪 1213 古代 平安時代末期 
有形文化財 建造物 寺院 西光寺 大久保 大久保町西脇 412 古代 奈良時代 

文禄元（1592）年再興 
有形文化財 建造物 寺院 長光寺 大久保 大久保町谷八木 742 古代 養老元（717）年開基 
有形文化財 建造物 寺院 来迎寺 大久保 大久保町八木 310 古代 養老元（717）年開基 

大正 14（1925）年再建 
有形文化財 建造物 寺院 善福寺 大久保 大久保町八木 551 中世 永禄 3（1560）年開基 
有形文化財 建造物 寺院 長楽寺 大久保 大久保町江井島 448 近世 享保 4（1719）年改修 
有形文化財 建造物 寺院 定善寺 大久保 大久保町江井島 503 古代 天平（729～749）年間 
有形文化財 建造物 寺院 如法寺 大久保 大久保町西島 556 古代 大治（1126～1131） 

年間 
有形文化財 建造物 寺院 極楽寺 大久保 大久保町西島 1100 近世 江戸時代 
有形文化財 建造物 寺院 延命寺 魚住 魚住町金ヶ崎 898 古代 天平 16（744）年創建 
有形文化財 建造物 寺院 正覚寺 魚住 魚住町金ヶ崎 1368 中世 文明 2（1470）年開基 
有形文化財 建造物 寺院 遍照寺 魚住 魚住町長坂寺 513 古代  
有形文化財 建造物 寺院 西福寺 魚住 魚住町清水 1372-2 近世 慶長（1596～1615） 

年間 
有形文化財 建造物 寺院 瑞雲寺 魚住 魚住町中尾 112 古代 天平（729～749）年間 
有形文化財 建造物 寺院 金輪寺 魚住 魚住町西岡 9 古代 天平 2（730）年建立

（前身寺院） 
有形文化財 建造物 寺院 満福寺 魚住 魚住町西岡 1040 近世 天正 2（1574）年開基 

明治 34（1901）年本堂

建立 
有形文化財 建造物 寺院 薬師院 魚住 魚住町西岡 1636 古代 天平（729～749）年間

平成 2（1990）年修復 
有形文化財 建造物 寺院 常徳寺（常徳禅

寺） 
二見 二見町福里 556 近世 寛文 10（1670）年創建 

有形文化財 建造物 寺院 徳源寺 二見 二見町東二見 1691 近世 元和 4（1618）年建立 
有形文化財 建造物 寺院 観音寺 二見 二見町東二見 1643 中世 文永 4（1267）年創建 
有形文化財 建造物 寺院 長徳寺 二見 二見町東二見 1695 近世 天正 12（1584）年開創 
有形文化財 建造物 寺院 瑞応寺（瑞應

寺） 
二見 二見町東二見 1910 近世 安土桃山時代 

有形文化財 建造物 寺院 威徳院 二見 二見町西二見 943 古代  
有形文化財 建造物 寺院 浄教寺 二見 二見町西二見 502 中世 応任 2（1468）年開創 

  



参3 

類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 建造物 寺院 人丸大師教会 明石東部 天文町 2-2-11 近代 昭和 11（1936）年本堂

建立 
昭和 29（1954）年現在

地に移転 
有形文化財 建造物 寺院 極楽寺 二見 二見町西二見   
有形文化財 建造物 寺院 鳥羽妙見堂 

（新輿山妙栄寺） 
西明石 明南町 3 近世 元治元（1864）年創建 

有形文化財 建造物 神社 八幡神社 明石東部 大蔵八幡町 6-18 近世 宝永 2（1705）年造営 
有形文化財 建造物 神社 稲爪神社 明石東部 大蔵本町 6-10  寛永 12（1635）年及び

寛保元（1741）年社殿

改築 
有形文化財 建造物 神社 休天神 

（天神社） 
明石東部 大蔵天神町 2-7 近世 延宝 4（1676）年 

社建立 
有形文化財 建造物 神社 熊野皇大神社 明石東部 東人丸町 6-6 近世 寛永 14（1637）年 
有形文化財 建造物 神社 素盞嗚神社 明石東部 太寺天王町 2840   
有形文化財 建造物 神社 明石神社 明石東部 上ノ丸 1-20-7 近世 元禄～寛保 

（1688～1744）年間 
有形文化財 建造物 神社 柿本神社 明石東部 人丸町 1-26 近世 元和 5（1619）年 
有形文化財 建造物 神社 岩屋神社 明石東部 材木町 8-10 先史 成務天皇（131～190）

年間奉祀 
昭和 29（1954）年復興 

有形文化財 建造物 神社 林神社 明石東部 宮の上 5-1 先史 成務天皇 9（139）年 

昭和復興 
有形文化財 建造物 神社 若宮神社 明石東部 林 2-1-10 近世 天正 13（1585）年 
有形文化財 建造物 神社 御崎神社 西明石 東藤江 2-15-12 中世 応安 5（1368）年勧請 
有形文化財 建造物 神社 青龍神社 西明石 藤江字出の上 1191 中世 建長 6（1254）年 
有形文化財 建造物 神社 三社神社 西明石 小久保 2-9-4 近世 寛文 2（1662）年 
有形文化財 建造物 神社 八幡神社 西明石 野々上 3-6-2 古代 元暦元（1184）年 
有形文化財 建造物 神社 伊弉冊神社 明石東部 岬町 19-8 先史 紀元前 92 年創立 
有形文化財 建造物 神社 伊弉諸神社 明石東部 大観町 17-15   
有形文化財 建造物 神社 八幡神社 西明石 鳥羽 1657 近世 万治 3（1660）年 
有形文化財 建造物 神社 住吉神社 大久保 大久保町松陰 226−2   
有形文化財 建造物 神社 天神社 大久保 大久保町松陰新田

720−2 
近世 元禄 3（1690）年創建 

有形文化財 建造物 神社 宗賢神社 大久保 大久保町松陰新田 741 近世 寛文 2（1662）年創立 
有形文化財 建造物 神社 住吉神社 大久保 大久保町森田 141-2  明治 41（1908）年移転 
有形文化財 建造物 神社 大歳神社 大久保 大久保町大久保町

910-57 
 

 
有形文化財 建造物 神社 住吉神社 大久保 大久保町大久保町

910 
近世 寛永 6（1629）年再建 

有形文化財 建造物 神社 八幡神社 大久保 大久保町大窪 1478 近世 寛永 7（1630）年 
有形文化財 建造物 神社 山神社 大久保 大久保町高丘 5-19−31   
有形文化財 建造物 神社 住吉神社 大久保 大久保町福田 171 近世 承徳 3（1654）年 
有形文化財 建造物 神社 宗賢神社 大久保 大久保町西脇 635 近世 宝永 3（1706）年 
有形文化財 建造物 神社 住吉神社 大久保 大久保町谷八木 654 近世 元和（1615～1624） 

年間 
有形文化財 建造物 神社 住吉神社 大久保 大久保町八木 488 近世 元和元（1615）年勧請 
有形文化財 建造物 神社 住吉神社 大久保 大久保町江井島 318 古代 清寧天皇（480～484）

年間 
有形文化財 建造物 神社 住吉神社 大久保 大久保町江井島 590 中世 文亀 3（1503）年勧請 
有形文化財 建造物 神社 大年神社 

（大歳神社） 
大久保 大久保町江井島 83   

有形文化財 建造物 神社 蛭子神社 大久保 大久保町西島 1186   
有形文化財 建造物 神社 八幡神社 大久保 大久保町西島 592 古代 平安時代終期？ 
有形文化財 建造物 神社 稲荷神社 魚住 魚住町中尾 75   
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 建造物 神社 素盞嗚神社 魚住 魚住町西岡 1637 古代 養和元（1181）年勧請 
有形文化財 建造物 神社 住吉神社 魚住 魚住町中尾 1031  雄略天皇（457～479）

年間勧請？ 
正応 5（1292）年遷座 

有形文化財 建造物 神社 住吉神社 魚住 魚住町金ヶ崎 928 近世 明和 2（1765）年創立 
有形文化財 建造物 神社 金ヶ崎神社 魚住 魚住町金ヶ崎 1452 古代  
有形文化財 建造物 神社 住吉神社 魚住 魚住町長坂寺 554 近世 明暦元（1655）年創立 
有形文化財 建造物 神社 宗賢神社 魚住 魚住町長坂寺 1245 近世 延宝 9（1681）年勧請 

昭和 30（1955）年改築 
有形文化財 建造物 神社 清水神社 魚住 魚住町清水 886   
有形文化財 建造物 神社 神明神社 

（浜西神明神社） 
魚住 魚住町清水 574 近世 寛永 2（1625）年創立

昭和 38（1963）年改築 
有形文化財 建造物 神社 宗賢神社 魚住 魚住町清水 2606 近世 寛文 12（1672）年創立 
有形文化財 建造物 神社 御厨神社 二見 二見町東二見 1323   
有形文化財 建造物 神社 北辰神社 二見 二見町東二見 1307   
有形文化財 建造物 神社 君貢神社 二見 二見町東二見 1-1852 近世 元治元（1864）年 

正遷宮 
有形文化財 建造物 神社 金刀比羅神社 二見 二見町福里 575   
有形文化財 建造物 神社 大年神社 二見 二見町福里 576   
有形文化財 建造物 神社 腕塚神社 明石東部 天文町 2-2  昭和 59（1984）年 

現在地に移転 
有形文化財 建造物 神社 日向堂 魚住 魚住町清水 520   
有形文化財 建造物 神社 西大神宮 二見 二見町東二見 1604   
有形文化財 建造物 神社 東大神宮 二見 二見町東二見 1925   
有形文化財 建造物 神社 西嶋天満宮 大久保 大久保町西島  江戸時代勧請？ 

昭和 10（1935）年代 

移設、 

平成 19（2007）年改築 
有形文化財 建造物 神社 山神社 西明石 西明石西町 2-14-1   
有形文化財 建造物 神社 神明神社 西明石 鳥羽 1127   
有形文化財 建造物 神社 八雲神社 西明石 松江東出口 498   
有形文化財 建造物 神社 大歳神社 西明石 松江 467   
有形文化財 建造物 神社 豊瑛大明神 明石東部 林 3-10 付近   
有形文化財 建造物 神社 一森稲荷神社・

蛭子神社（恵比

須神社） 

明石東部 林 3-9-8   

有形文化財 建造物 神社 戎神社（恵比須

神社）・彦左神

社 

明石東部 林 2-12-21   

有形文化財 建造物 神社 戎神社（恵比須

神社） 
明石東部 林 2-7-25   

有形文化財 建造物 神社 戎神社（恵比須

神社） 
明石東部 林 1-9-22   

有形文化財 建造物 神社 御崎神社 明石東部 船上町 3-8 近代 明治時代合祀 
有形文化財 建造物 神社 蛭児神社（蛭子

神社） 
明石東部 岬町 267   

有形文化財 建造物 神社 濱森大明神・蛭

子神社 
明石東部 港町 30-10   

有形文化財 建造物 神社 恵比寿神社（蛭

子神社） 
明石東部 港町 2-164   

有形文化財 建造物 神社 稲荷大明神（稲

荷神社） 
明石東部 港町 9-9-2   

有形文化財 建造物 神社 行者尊不動尊稲

荷神社 
明石東部 本町   

有形文化財 建造物 神社 白龍神社 明石東部 東仲ノ町 4-36 近世  
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 建造物 神社 元えびす神社 明石東部 大蔵町   
有形文化財 建造物 神社 尊神神社 明石東部 松が丘 5-24   
有形文化財 建造物 神社 藤森大明神 

（藤森神社） 
明石東部 林 3-14  

 
有形文化財 建造物 神社 高繁大明神 明石東部 林 3   
有形文化財 建造物 神社 和坂稲荷神社 明石東部 和坂稲荷町 45   
有形文化財 建造物 神社 戎神社 

（恵比須神社） 
明石東部 林 2-4-13   

有形文化財 建造物 神社 王子権現 明石東部 北王子町 1   
有形文化財 建造物 神社 若宮神社 明石東部 大観町 166-1 近世 寛永 19（1642）年創立 
有形文化財 建造物 神社 蛭子神社 明石東部 岬町 31   
有形文化財 建造物 神社 三世繁神社 明石東部 本町 2-1-18   
有形文化財 建造物 神社 杉本大神（杉之

本神社、杉本神

社） 

明石東部 本町 2-8 近世 天明元（1781）年創立 

有形文化財 建造物 神社 大高大神 明石東部 大明石町   
有形文化財 建造物 神社 妙見社 明石東部 上ノ丸 1-17-35   
有形文化財 建造物 神社 弁財天社 

（太寺弁財天社） 
明石東部 荷山町 1855-9   

有形文化財 建造物 神社 山の神 明石東部 東朝霧丘 33   
有形文化財 建造物 神社 山の神 明石東部 東山町   
有形文化財 建造物 神社 王子神社 明石東部 西新町 2-10   
有形文化財 建造物 神社 山森大明神 明石東部 樽屋町 21   
有形文化財 建造物 神社 魚の棚の弁天さ

ん 
明石東部 本町 1-1-9   

有形文化財 建造物 教会 明石バプテスト・

キリスト教会 
明石東部 東朝霧丘 24-29 現代 昭和 39（1964）年 

教会堂・牧師館建設 

有形文化財 建造物 教会 日本聖公会明石

聖マリヤ・マグ

ダレン教会 

明石東部 太寺天王町 11 近代  

有形文化財 建造物 教会 日本自由メソジ

スト明石上ノ丸

教会 

明石東部 上ノ丸 1-18-13 近代 明治 40（1907）年 
昭和 11（1936）年 

現在地に移転 
有形文化財 建造物 教会 日本イエスキリ

スト教団明石人

丸教会 

明石東部 相生町 1-130 近代 昭和 10（1935）年建設 

有形文化財 建造物 教会 日本基督教団明

石教会 
明石東部 東仲ノ町 3-5 現代 昭和 23（1948）年 

新会堂建設 
有形文化財 建造物 教会 日本アッセンブ

リーズ・オブ・

ゴッド教団明石

基督教会 

明石東部 王子 2-5-8 現代 昭和 25（1950）年 

教会設立 

有形文化財 建造物 教会 日本基督教団大

久保伝道教会 
大久保 大久保町福田 347-3 現代 昭和 29（1954）年 

教会設立 
有形文化財 建造物 住宅 大塩邸 明石東部 大蔵八幡町 5-23 近代 明治時代 
有形文化財 建造物 住宅 卯月邸 明石東部 大蔵八幡町 5-22 近代 明治時代 
有形文化財 建造物 住宅 服部邸 明石東部 大蔵八幡町 5-20 近代 明治時代 
有形文化財 建造物 住宅 中山邸 大久保 大久保町松陰新田 607 近世 文化～文政 

（1804～1830）年間 
有形文化財 建造物 住宅 卜部邸 大久保 大久保町西島 1185 近世 享保（1716～1736） 

年間 
有形文化財 建造物 住宅 安達邸 魚住 魚住町清水 58 近世 寛政（1789～1801） 

年間 
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 建造物 住宅 原邸 魚住 魚住町西岡 1392 近世 文永 4（1820）～天保

11（1840）年主屋建築 
有形文化財 建造物 住宅 藤井邸 魚住 魚住町西岡 1515 近代 明治時代 
有形文化財 建造物 住宅 丸尾邸 魚住 魚住町西岡 1512 近世 19 世紀前半 
有形文化財 建造物 住宅 尾上（てる予）

邸 
二見 二見町東二見 1918 近代 明治時代 

有形文化財 建造物 住宅 増本邸 二見 二見町東二見 1911 近世 寛政（1789～1801） 

年間 
有形文化財 建造物 住宅 尾上（清茂）邸 二見 二見町東二見 1686 近世 文政（1818～1830） 

年間 
有形文化財 建造物 住宅 白沙荘 二見 二見町東二見 1454 近代 大正時代 
有形文化財 建造物 住宅 小山邸 二見 二見町西二見 1061 近世 元禄（1688～1704） 

年間 
有形文化財 建造物 住宅 明治天皇大久保

御座所 
大久保  近代 明治 18（1885）年 

有形文化財 建造物 住宅 明治天皇大久保

御小休所 
大久保  近代  

有形文化財 建造物 住宅 田中家住宅 西明石 野々上 3 近代 明治時代 
有形文化財 建造物 住宅 安藤家洋館 大久保 大久保町 近代 大正 8（1919）年 
有形文化財 建造物 住宅 洋館付き住宅 明石東部 上ノ丸   
有形文化財 建造物 住宅 鍛冶屋町の町家 明石東部 鍛治屋町   
有形文化財 建造物 住宅 旧船町の安藤家 明石東部 材木町 6-21 近代 大正～昭和時代 
有形文化財 建造物 石造物 柿本人麻呂歌碑 明石東部 人丸町 1-26   
有形文化財 建造物 石造物 菅原道真旅次碑 明石東部 太寺 2 近代 昭和 8（1933）年 
有形文化財 建造物 石造物 明石入道の碑 明石東部 大観町 11 近世 江戸時代 
有形文化財 建造物 石造物 小式部内侍供養

塔 
魚住 魚住町長坂寺   

有形文化財 建造物 石造物 供養塔 魚住 魚住町長坂寺 513   
有形文化財 建造物 石造物 キリシタン灯籠 個人    
有形文化財 建造物 石造物 松井善太夫夫妻

の墓 
明石東部 西新町 1-2 近世  

有形文化財 建造物 石造物 鳴池記念碑 大久保 大久保町 近代 明治時代 
有形文化財 建造物 石造物 境界標石 大久保 大久保町江井島   
有形文化財 建造物 石造物 東二見三義人顕

彰碑 
二見 二見町東二見 1323   

有形文化財 建造物 石造物 三義人の墓 二見 二見町東二見 1910   
有形文化財 建造物 石造物 藤江屋の墓 明石東部 材木町 9-19   
有形文化財 建造物 石造物 古谷土子の墓 明石東部 人丸町 2   
有形文化財 建造物 石造物 梁田蛻巖夫妻の

墓 
明石東部 日富美町 6-8  

 
有形文化財 建造物 石造物 大島芝蘭の墓 明石東部 日富美町 13-15   
有形文化財 建造物 石造物 立田勝長の墓 明石東部 日富美町 13-15   
有形文化財 建造物 石造物 蝸国の墓 大久保    
有形文化財 建造物 石造物 市村梯霧の墓 明石東部 大蔵本町 18   
有形文化財 建造物 石造物 山本武右衛門の

墓 
二見 東二見 近世  

有形文化財 建造物 石造物 松平信之供養墓 大久保 大久保町森田 141-2   
有形文化財 建造物 石造物 松平信之報徳碑 西明石 鳥羽 1592 近世 享保 20（1735）年 
有形文化財 建造物 石造物 松浦元琱夫妻の

墓 
明石東部 人丸町 1-29   

有形文化財 建造物 石造物 明治天皇大久保

御休所跡石碑 
大久保  近代 明治 18（1885）年 

有形文化財 建造物 石造物 原田カシの墓 明石東部 材木町 9-4 近代 大正 15（1926）年 
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 建造物 石造物 標準時子午線標

識 
明石東部 相生町裁判所前平野

村黒田の県道筋 
近代 明治 23（1890）年 

有形文化財 建造物 石造物 巾着網記念碑 明石東部 林崎町 1-8-10   
有形文化財 建造物 石造物 赤石の碑 西明石 松江 113   
有形文化財 建造物 石造物 松尾芭蕉句碑 明石東部 人丸町 1-26（柿本神

社山門前） 
近世 明和 5（1768）年 

有形文化財 建造物 石造物 忠度塚 明石東部 天文町 2-2   
有形文化財 建造物 石造物 菅公踞石 明石東部 大蔵天神町 2-7 近世 延宝 7（1679）年 

現在地へ移動 
有形文化財 建造物 石造物 馬塚の碑 明石東部 人丸町   
有形文化財 建造物 石造物 両馬川旧跡 明石東部 天文町 1   
有形文化財 建造物 石造物 夜鳴きの塔 二見 二見町西二見   
有形文化財 建造物 石造物 与次右衛門の墓

の供養塔 
魚住 魚住町清水 近世 元禄 12（1699）年 

有形文化財 建造物 石造物 左巻き地蔵 大久保 大久保町大窪 1213   
有形文化財 建造物 石造物 身代わり地蔵 西明石 川崎町 1-1 現代  
有形文化財 建造物 石造物 油掛地蔵 明石東部 船上町 3-8   
有形文化財 建造物 石造物 縁切り地蔵 明石東部 田町 2   
有形文化財 建造物 石造物 道標 明石東部 太寺天王町（祠内）   
有形文化財 建造物 石造物 道標 明石東部 東人丸町 近代 昭和 6（1931）年 
有形文化財 建造物 石造物 道標 明石東部 人丸町（柿本神社境

内） 
  

有形文化財 建造物 石造物 道標 明石東部 人丸町（西坂祠内）   
有形文化財 建造物 石造物 道標 明石東部 人丸町（西坂）   
有形文化財 建造物 石造物 道標 明石東部 大蔵天神町   
有形文化財 建造物 石造物 道標 明石東部 大蔵天神町 12   
有形文化財 建造物 石造物 道標 明石東部 天文町 2   
有形文化財 建造物 石造物 道標 明石東部 天文町 1   
有形文化財 建造物 石造物 道標 明石東部 天文町 1   
有形文化財 建造物 石造物 道標 明石東部 天文町 2 近代 明治 24（1891）年 
有形文化財 建造物 石造物 道路元標 明石東部 東仲ノ町   
有形文化財 建造物 石造物 道標 明石東部 鍛治屋町   
有形文化財 建造物 石造物 道標 西明石 旭が丘 18（祠内）   
有形文化財 建造物 石造物 道標 西明石 鳥羽（慈泉寺前祠

内） 
  

有形文化財 建造物 石造物 道標 西明石 鳥羽（亀池堤南東）   
有形文化財 建造物 石造物 道標 西明石 鳥羽（亀池堤南西）   
有形文化財 建造物 石造物 道標 大久保 大久保町松陰新田

（大林寺境内） 
 文政 4（1821）年 

有形文化財 建造物 石造物 道標 大久保 大久保町松陰   
有形文化財 建造物 石造物 道標 大久保 大久保町大窪（光触

寺前） 
  

有形文化財 建造物 石造物 道標 大久保 大久保町大窪 近世 元治 2（1865）年 
有形文化財 建造物 石造物 道路元標 大久保 大久保町大久保町   
有形文化財 建造物 石造物 道標 大久保 大久保町福田   
有形文化財 建造物 石造物 道標 大久保 大久保町西脇（道路

脇に倒置） 
  

有形文化財 建造物 石造物 道標 大久保 大久保町西脇（配水

場北） 
近代 大正 10（1921）年 

有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町金ヶ崎   
有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町金ヶ崎（国道

2 号） 
現代 昭和 32（1957）年 

有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町長坂寺（水路

脇に倒置） 
近代 大正 11（1922）年 
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 建造物 石造物 道路元標 魚住 魚住町長坂寺   
有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町長坂寺   
有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町長坂寺 

（遍照寺境内） 
  

有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町錦が丘 3 
（小式部内侍塔脇） 

  

有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町中尾 

（住吉神社北東） 
  

有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町中尾 

（住吉神社北西） 
 

 
有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町西岡 

（JR 魚住駅南） 
  

有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町清水 

（三本松） 
  

有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町清水 

（西福寺西祠内） 
 

 

有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町清水 

（西福寺） 
  

有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町清水（祠内）   
有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町清水   
有形文化財 建造物 石造物 道標 二見 二見町福里 

（源太塚東） 
近世 天保 11（1840）年 

有形文化財 建造物 石造物 道標 二見 二見町福里 

（源太塚西） 
近世 天保 11（1840）年 

有形文化財 建造物 石造物 橋（薬師院） 魚住 魚住町西岡 1636 近世 元禄 8（1695）年 

有形文化財 建造物 石造物 宝篋印塔（清水

新田） 
魚住 魚住町清水新田   

有形文化財 建造物 石造物 淡山疏水記念碑 魚住 魚住町長坂寺 1245   

有形文化財 建造物 石造物 二ツ井の石組み 魚住    
有形文化財 建造物 石造物 柳井のわき穴 大久保 大久保町江井島 448   
有形文化財 建造物 石造物 コエの井戸 大久保 大久保町八木   
有形文化財 建造物 石造物 庵の井戸 大久保 大久保町八木   
有形文化財 建造物 石造物 柿本神社の亀 明石東部 人丸町 1-26   
有形文化財 建造物 石造物 妙見さんの亀 明石東部 上ノ丸 1-17-35   
有形文化財 建造物 石造物 手水鉢（稲荷神

社） 
明石東部 林 3-4（高戎町） 現代 昭和 31（1956）年 

有形文化財 建造物 石造物 玉垣 

（若宮神社） 
明石東部 林 2-2-21   

有形文化財 建造物 石造物 発起人碑 明石東部 林 3 近代 大正時代 

有形文化財 建造物 石造物 幟立て 

（若宮神社） 
明石東部 林 2-2-21 近代 明治 40（1907）年建立 

平成 8（1996）年再建 
有形文化財 建造物 石造物 「雌鹿の松」句

碑 
明石東部 林 2-1 近代 明治 34（1900）年 

有形文化財 建造物 石造物 二見浦築港記念

碑 
二見 二見町東二見 2 近代 明治 30（1897）年 

有形文化財 建造物 石造物 「大地神さん」

祠 
西明石 野々上 2   

有形文化財 建造物 石造物 「やいとさん」

祠 
西明石 野々上 2   

有形文化財 建造物 石造物 「才ノ神さん」

祠 
西明石 野々上 2   

有形文化財 建造物 石造物 「才ノ神さん」

祠 
西明石 野々上 2   

有形文化財 建造物 石造物 こうもりさん 西明石 野々上 3   
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 建造物 石造物 祠（名称不詳） 西明石 野々上 3   
有形文化財 建造物 石造物 地蔵 魚住 魚住町清水   
有形文化財 建造物 石造物 中崎忠魂碑 明石東部 相生町 近代 大正 9（1920）年竣工 
有形文化財 建造物 石造物 中崎地蔵 明石東部 相生町 1-9   
有形文化財 建造物 石造物 大徳寺地蔵 明石東部 大蔵天神町 2   
有形文化財 建造物 石造物 大蔵院地蔵 明石東部 大蔵本町 18   
有形文化財 建造物 石造物 なかよし地蔵 明石東部 大蔵天神町 2   
有形文化財 建造物 石造物 駐車場地蔵 明石東部 大蔵町 23   
有形文化財 建造物 石造物 宝篋印塔 

（清水新田） 
魚住 魚住町清水新田   

有形文化財 建造物 石造物 地蔵 明石東部 大蔵町 19   
有形文化財 建造物 石造物 地蔵 明石東部 大蔵町 12   
有形文化財 建造物 石造物 地蔵 明石東部 大蔵八幡町 16   
有形文化財 建造物 石造物 地蔵 明石東部 大蔵八幡町 12   
有形文化財 建造物 石造物 地蔵 明石東部 大蔵町 21   
有形文化財 建造物 石造物 地蔵 明石東部 大蔵町 2   
有形文化財 建造物 石造物 地蔵 明石東部 大蔵八幡町 3   
有形文化財 建造物 石造物 山崎家墓所 大久保    
有形文化財 建造物 石造物 初代明石屋太右

衛門墓 
魚住    

有形文化財 建造物 石造物 二ツ井戸の碑 魚住    
有形文化財 建造物 石造物 白雲桜の碑 明石東部 桜町 8 近代 明治時代 
有形文化財 建造物 石造物 鷹の道地蔵 明石東部 西新町 1-6   
有形文化財 建造物 石造物 寛政池紀功碑 大久保 大久保町西島 近代 明治 27（1894）年 
有形文化財 建造物 石造物 行基菩薩石碑 大久保 大久保町江井島 近代 昭和 15（1940）年 
有形文化財 建造物 石造物 魚住の泊碑 大久保 大久保町江井島   
有形文化財 建造物 石造物 二見地区の石幢

（六地蔵石幢） 
二見 福里公民館裏墓地

（二見町福里）、長徳

寺（二見町東二見）、

威徳院（二見町西二

見） 

  

有形文化財 建造物 石造物 改耕記念碑 明石東部 船上町   
有形文化財 建造物 石造物 のり・魚介類供

養塔 
明石東部 林 3   

有形文化財 建造物 石造物 法音寺の石造物 明石東部 日富美町 13-35   
有形文化財 建造物 石造物 岩屋神社参道の

石灯籠 
明石東部 材木町 8-10 近世 寛政 12（1800）年 

有形文化財 建造物 石造物 題目塔（旧西国

街道東口） 
明石東部 大蔵八幡町 2 近代 明治時代 

有形文化財 建造物 石造物 稲爪神社石灯籠 明石東部 大蔵本町 6-10 近世 天保 13（1842）年 
有形文化財 建造物 石造物 休天神標柱 明石東部 大蔵天神町 2-7 近世 安政 4（1858）年 
有形文化財 建造物 石造物 休天神石灯籠 明石東部 大蔵天神町 2-7 近世 文久 2（1862）年 
有形文化財 建造物 石造物 柿本神社亀の水

湧水口 
明石東部 人丸町 1-26 近世 享保 4（1719）年 

有形文化財 建造物 石造物 柿本神社常夜燈 明石東部 人丸町 1-26 近世 文化 2（1805）年 
有形文化財 建造物 石造物 柿本神社常夜燈 明石東部 人丸町 1-26 近世 寛政元（1789）年 
有形文化財 建造物 石造物 岩屋神社石灯籠 明石東部 材木町 8-10 近世 延享元（1744）年 
有形文化財 建造物 石造物 岩屋神社石灯籠 明石東部 材木町 8-10 近世 天明 3（1783）年 
有形文化財 建造物 石造物 岩屋神社石灯籠 明石東部 材木町 8-10 近世 寛政 5（1793）年 
有形文化財 建造物 石造物 岩屋神社石灯籠 明石東部 材木町 8-10 近世 延享元（1744）年 
有形文化財 建造物 石造物 岩屋神社常夜燈 明石東部 材木町 8-10 近世 文化 6（1809）年 
有形文化財 建造物 石造物 若宮神社常夜燈 明石東部 林 2-1-10 近世 文化 11（1804）年 
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 建造物 石造物 青龍神社手水鉢 西明石 藤江字出の上 1191 近世 天明 3（1783）年 
有形文化財 建造物 石造物 八幡神社常夜燈 西明石 野々上 3-6-2 近世 寛政 9（1797）年 
有形文化財 建造物 石造物 伊弉冊神社石灯

籠 
明石東部 岬町 19-8 近世 安政 6（1859）年 

有形文化財 建造物 石造物 八幡神社鳥居 西明石 鳥羽 1657 近世 明和 4（1767）年 
有形文化財 建造物 石造物 宗賢神社鳥居 大久保 大久保町松陰新田

741 
近世 享和 2（1802）年 

有形文化財 建造物 石造物 宗賢神社常夜燈 大久保 大久保町松陰新田

741 
近世 文化 10（1813）年 

有形文化財 建造物 石造物 住吉神社石灯籠 大久保 大久保町森田 141-2 近世 天保 4（1833）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社鳥居跡 大久保 大久保町大久保町

910 
近世 元禄 14（1701）年 

有形文化財 建造物 石造物 八幡神社石灯籠 大久保 大久保町大窪 1478 近世 寛政 7（1795）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社石灯籠 大久保 大久保町福田 171 近世 文政 8（1825）年 
有形文化財 建造物 石造物 宗賢神社石灯籠 大久保 大久保町西脇 635 近世 文化 10（1813）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社手水鉢 大久保 大久保町谷八木 654 近世 元文 3（1738）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社鳥居 大久保 大久保町谷八木 654 近世 安永 3（1774）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社石灯籠 大久保 大久保町谷八木 654 近世 文化 10（1813）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社手水鉢 大久保 大久保町江井島 318 近世 天保（1830～1844） 

年間 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社常夜燈 大久保 大久保町江井島 590 近世 寛政 10（1798）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社常夜燈 大久保 大久保町江井島 590 近世 天保 4（1834）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社鳥居 大久保 大久保町江井島 590 近世 文化 7（1810）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社石灯籠 大久保 大久保町江井島 590 近世 江戸時代 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社鳥居 魚住 魚住町中尾 1031 近世 貞享 4（1687）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社石灯籠 魚住 魚住町中尾 1031 近世 江戸時代 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社石灯籠 魚住 魚住町中尾 1031 近世 宝暦 4（1754）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社石灯籠 魚住 魚住町中尾 1031 近世 安政 6（1860）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社石灯籠 魚住 魚住町中尾 1031 近世 天保 11（1840）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社石灯籠 魚住 魚住町中尾 1031 近世 天明 4（1784）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社手水鉢 魚住 魚住町中尾 1031 近世 寛政 11（1799）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社手水鉢 魚住 魚住町中尾 1031 近世 寛政 11（1799）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社石造物 魚住 魚住町中尾 1031 近世 安政 4（1858）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社石造物 魚住 魚住町中尾 1031 近世 文政 4（1821）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社石灯籠 魚住 魚住町金ヶ崎 928 近世 宝暦 5（1755）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社石灯籠 魚住 魚住町金ヶ崎 928 近世 江戸時代 
有形文化財 建造物 石造物 金ヶ崎神社石灯

籠 
魚住 魚住町金ヶ崎 1452 中世 天文 2（1533）年 

有形文化財 建造物 石造物 住吉神社鳥居 魚住 魚住町長坂寺 554 近世 文化 2（1805）年 
有形文化財 建造物 石造物 宗賢神社石灯籠 魚住 魚住町長坂寺 1245 近世 享保（1716～1736） 

年間 
有形文化財 建造物 石造物 宗賢神社石灯籠 魚住 魚住町長坂寺 1245 近世 寛政 4（1792）年 
有形文化財 建造物 石造物 清水神社石灯籠 魚住 魚住町清水 886 近世 元文（1736～1741） 

年間 
有形文化財 建造物 石造物 清水神社石灯籠 魚住 魚住町清水 886 近世 宝暦 9（1759）年 
有形文化財 建造物 石造物 神明神社石灯籠 魚住 魚住町清水 574 近世 宝暦 12（1762）年 
有形文化財 建造物 石造物 御厨神社鳥居 二見 二見町東二見 1323 近世 弘化 2（1845）年 
有形文化財 建造物 石造物 御厨神社鳥居 二見 二見町東二見 1323 近世 寛文 2（1662）年 
有形文化財 建造物 石造物 御厨神社石灯籠 二見 二見町東二見 1323 近世 宝暦 5（1755）年 
有形文化財 建造物 石造物 雲晴寺地蔵 明石東部 人丸町 5-23 近世 万治 3（1660）年 
有形文化財 建造物 石造物 龍泉寺石塔 西明石 藤江 1305 近世 弘化 3（1847）年 
有形文化財 建造物 石造物 大林寺石像 大久保 大久保町松陰新田

721-2 
近世 文政 10（1827）年 
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 建造物 石造物 大林寺石像 大久保 大久保町松陰新田

721-2 
近世 寛政 8（1796）年 

有形文化財 建造物 石造物 遍照寺石塔 魚住 魚住町長坂寺 513 近世 寛政 10（1798）年 
有形文化財 建造物 石造物 遍照寺石灯籠 魚住 魚住町長坂寺 513 近世 明和（1764～1772） 

年間 
有形文化財 建造物 石造物 青龍神社鳥居 西明石 藤江字出の上 1191   
有形文化財 建造物 石造物 林神社石灯籠 明石東部 宮の上 5-1   
有形文化財 建造物 石造物 天神社鳥居 明石東部 大蔵天神町 2-7   
有形文化財 建造物 石造物 観音寺石灯籠 二見 二見町東二見 1643  不明 
有形文化財 建造物 石造物 威徳院石灯籠 二見 二見町西二見 943   
有形文化財 建造物 石造物 常楽寺石灯籠 大久保 大久保町大久保町 848   
有形文化財 建造物 石造物 素盞嗚神社常夜

燈 
明石東部 太寺天王町 2840 近世  

有形文化財 建造物 石造物 素盞嗚神社狛犬 明石東部 太寺天王町 2840 近世 天保 9（1838）年 
有形文化財 建造物 石造物 素盞嗚神社手水

鉢 
明石東部 太寺天王町 2840 近世 宝暦 13（1763）年 

有形文化財 建造物 石造物 大蔵谷村の地蔵 明石東部 大蔵本町周辺   
有形文化財 建造物 石造物 地蔵像（太寺天王

町） 
明石東部 太寺天王町   

有形文化財 建造物 石造物 コンウォール・リー

女史終焉の地の

記念碑 

明石東部 太寺天王町 11   

有形文化財 建造物 石造物 茶碗屋墓碑 明石東部 船上町 3-8   
有形文化財 建造物 石造物 戦災供養碑 明石東部 西新町もしくは硯町 現代 昭和 33（1958）年 
有形文化財 建造物 石造物 御崎神社玉垣珍 明石東部 船上町 3-8 近代 昭和 8（1933）年 
有形文化財 建造物 石造物 宝篋印塔（慈泉 西明石 野々上 1-17   
有形文化財 建造物 石造物 一石五輪塔群（慈

泉寺） 
西明石 野々上 1-17   

有形文化財 建造物 石造物 墓石群 西明石 野々上 1-17   
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社鳥居前

の地蔵 
大久保 大久保町大久保町 

字宮ノ先 910-23 
  

有形文化財 建造物 石造物 JR 線南側の地蔵 大久保 大久保町大久保町 777   
有形文化財 建造物 石造物 旧西国街道近隣

の地蔵 
大久保 大久保町大久保 755-1   

有形文化財 建造物 石造物 旧西国街道沿い

の地蔵 
大久保 大久保町大久保町

773-2 
  

有形文化財 建造物 石造物 旧西国街道近隣

の地蔵 
大久保 大久保町大久保町 391   

有形文化財 建造物 石造物 JR 坂額踏切南西

側の地蔵 
大久保 大久保町大久保町

317-1 
  

有形文化財 建造物 石造物 道標 魚住 魚住町清水   
有形文化財 建造物 石造物 地蔵 魚住 魚住町長坂寺   
有形文化財 建造物 石造物 王子腰掛石 明石東部 北王寺町 1 近世  
有形文化財 建造物 石造物 岬森神社の石碑 明石東部 港町 近代 大正 10（1921）年 
有形文化財 建造物 石造物 薬師院の経塚と五

輪塔 
魚住 魚住町西岡 1363 中世  

有形文化財 建造物 石造物 素戔嗚神社灯籠 魚住 魚住町西岡 近世 宝暦 8（1758）年、 

宝暦 12（1762）年 
有形文化財 建造物 石造物 供養塔群（武士） 大久保 大久保長西島 541 中世  
有形文化財 建造物 石造物 供養塔群（西江井

ヶ島墓地） 
大久保 大久保町江井島 中世  

有形文化財 建造物 石造物 大蔵院の供養塔 
（五輪塔水輪） 

明石東部 大蔵本町 18 中世  
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 建造物 石造物 長林寺の石造層

塔（七重） 
明石東部 材木町 9-4 中世 貞和（1345～1350）年間 

有形文化財 建造物 石造物 長林寺の宝篋印 明石東部 材木町 9-4 中世 至徳 4（1387）年 
有形文化財 建造物 石造物 大久保町西島の

五輪塔・一石五輪 
大久保 大久保町西島 近世  

有形文化財 建造物 石造物 二見町福里の一

石五輪塔 
二見 二見町福里 近世  

有形文化財 建造物 石造物 二見町福里の一

石五輪塔 
二見 二見町福里 近世  

有形文化財 建造物 石造物 大久保町八木の

地蔵と石造物 
大久保 大久保町八木 近世 文政 12（1829）年 

有形文化財 建造物 石造物 子午線天測台と 
「観測臺記」 

明石東部 荷山町 1744（明石高等

学校内） 
近代 昭和 3（1928）年 

有形文化財 建造物 石造物 林神社忠魂慰霊 明石東部 宮の上 5-1 近代 昭和 5（1930）年 
有形文化財 建造物 石造物 住吉神社慰霊碑 大久保 大久保町大久保町 910 近代 昭和 34（1959）年（推定） 
有形文化財 建造物 石造物 魚住市民センター

忠魂碑 
魚住 魚住町西岡 500-1 近代 昭和 3（1928）年 

昭和 30（1955）年再建 
有形文化財 建造物 石造物 御厨神社忠魂碑 二見 二見町東二見 1323 近代 大正 15（1926）年 
有形文化財 建造物 構造物 「大正二年横河

橋梁製作所」鉄

支柱 

大久保 大久保町大久保町 20 近代 大正 2（1913）年 

有形文化財 建造物 構造物 大久保隧道 大久保 大久保町大久保町 近代  
有形文化財 建造物 構造物 大歓橋の親柱 明石東部 西新町 3   
有形文化財 建造物 構造物 嘉永橋 明石東部 西新町 1  嘉永 7（1854）年以降 

再建 
昭和 2（1927）年 

RC 構造 

有形文化財 建造物 構造物 朝霧橋欄干 明石東部 大蔵八幡町 近代 昭和 3（1928）年 
有形文化財 建造物 構造物 庄内掘割 魚住 魚住町清水   
有形文化財 建造物 構造物 明石市下水道截

頭卵形渠 
明石東部 桜町・天文町周辺 近代 大正 3（1914）年竣工 

有形文化財 建造物 構造物 山陽電鉄旧明石

川橋脚 
明石東部 大明石町・西新町／明

石川 
  

有形文化財 建造物 構造物 旧日本国有鉄道

明石川橋梁 
明石東部 鷹匠町・西新町／明石

川 
  

有形文化財 建造物 構造物 旧川崎航空機工

場地下水道 
西明石 西明石南地区 近代 昭和 15（1940）年竣工 

有形文化財 建造物 構造物 大谷橋 大久保 大久保町大久保町 近代 昭和 12（1937）年竣工 
有形文化財 建造物 構造物 淡河川山田川疏

水・第 17 号池サ

イフォン 

魚住 魚住町長坂寺 近代 昭和 8（1933）年 

有形文化財 建造物 構造物 東二見橋 二見 二見町東二見・南二見   

有形文化財 建造物 構造物 大観橋 明石東部 西新町  天保 15（1844)年設置 

昭和 37（1962）年完成 
有形文化財 建造物 構造物 明石大橋旧親柱 明石東部 南王子町 近代 昭和 6（1931）年 
有形文化財 建造物 構造物 たこ壷風の親柱 

（大観橋） 
明石東部 大観町   

有形文化財 建造物 構造物 大道池 魚住    
有形文化財 建造物 構造物 林崎漁港 明石東部    
有形文化財 建造物 構造物 高砂道 複数地区    
有形文化財 建造物 構造物 魚住漁港 魚住    
有形文化財 建造物 構造物 県立明石公園 明石東部 明石公園   

有形文化財 建造物 構造物 中崎遊園地 明石東部 中崎   

有形文化財 建造物 構造物 養老橋 明石東部 船上町 3    
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 建造物 構造物 17 号池 魚住 魚住町長坂寺   

有形文化財 建造物 構造物 長池 魚住 魚住町清水   

有形文化財 建造物 構造物 築（月）山の石

畳 
明石東部 港町 近代 明治時代 

有形文化財 建造物 学校建築 旧兵庫県明石女
子師範学校附属
国民学校 
（神戸大学附属

小学校） 

明石東部 山下町 3-4 近代 昭和 12（1937）年 

竣工 

有形文化財 建造物 行政施設 旧二見村役場 
（現・二見市民

センター） 

二見 二見町東二見 457-1 近代 昭和初期 

有形文化財 建造物 銀行建築 旧魚住銀行社屋

（現・丸尾カル

シウム（株）事

務所） 

魚住 魚住町西岡 1454 近代 明治時代末 

有形文化財 建造物 建築物 江井ヶ嶋酒造 大久保 大久保町西島 919 近世 延宝 7（1679）年創業 

有形文化財 建造物 建築物 大和酒造 大久保 大久保町西島 1063-2 現代 昭和 30（1955）年 

創業 
有形文化財 建造物 建築物 太陽酒造 大久保 大久保町江井島 789 近世 天保 10（1839）年 

創業 
有形文化財 建造物 建築物 西海酒造 魚住 魚住町金ヶ崎 1350 近世 享保元（1716）年創業 

有形文化財 建造物 建築物 明石酒類醸造 明石東部 大蔵八幡町 1-3 現代 昭和 31（1956）年 

創業 
有形文化財 建造物 建築物 屋台蔵 魚住 魚住町清水   

有形文化財 建造物 建築物 出羽殿築堤 明石東部 南王子町 近世 江戸時代 

有形文化財 建造物 建築物 大福湯 明石東部 田町 2-2-3 現代 昭和時代 

有形文化財 建造物 建築物 白壁 明石東部 新明町 近代 大正時代 

有形文化財 建造物 建築物 旧電電公社局舎 明石東部 樽屋町 8 近代 昭和時代 

有形文化財 建造物 建築物 礼拝堂（日本聖

公会明石聖マリ

ヤ・マグダレン

教会） 

明石東部 太寺天王町 11 近代 昭和時代 

有形文化財 建造物 建築物 割拝殿（妙見

社） 
明石東部 上ノ丸 1-17-35   

有形文化財 建造物 建築物 竜山石の列柱擁

壁（本松寺） 
明石東部 上ノ丸 1-17   

有形文化財 建造物 建築物 円乗寺山門 明石東部 大蔵中町 7-9   

有形文化財 建造物 建築物 薬師院山門及び

西門 
魚住 魚住町西岡 1636   

有形文化財 建造物 建築物 瑞雲寺山門 魚住 魚住町中尾 112   

有形文化財 建造物 建築物 江井ヶ嶋酒造至

誠館 
大久保 大久保町西島 919 近代 昭和 14（1939）年 

有形文化財 建造物 建築物 極楽寺墓地の祠 大久保 大久保町西島 近代 大正 6（1917）年 

有形文化財 建造物 建築物 西島公会堂 大久保 大久保町西島 995-1   

有形文化財 建造物 建築物 長楽寺山門 大久保 大久保町江井島 448   

有形文化財 建造物 建築物 薬師堂 二見 二見町東二見   

有形文化財 建造物 建築物 瑞応寺山門 二見 二見町東二見 1910   

有形文化財 建造物 建築物 青龍神社本殿 西明石 藤江字出の上 1191   
有形文化財 建造物 建築物 正徳寺本堂 明石東部 大観町 12-5 近世 江戸末期（文化・文政

もしくは天保年間 

昭和 39（1964）年 

移築 
有形文化財 建造物 建築物 正徳寺山門 明石東部 大観町 12-5 近代 明治 16（1883）年 
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 建造物 建築物 正覚寺鐘楼堂 魚住 魚住町金ヶ崎 1368   
有形文化財 建造物 建築物 慈泉寺書院 西明石 野々上 1-17   
有形文化財 建造物 建築物 林神社本殿 明石東部 宮の上 5-1   
有形文化財 建造物 建築物 林神社拝殿 明石東部 宮の上 5-1   
有形文化財 建造物 建築物 教専寺本堂 大久保 大久保町大窪 984   
有形文化財 建造物 建築物 教専寺山門 大久保 大久保町大窪 984   
有形文化財 建造物 建築物 龍泉寺本堂 西明石 藤江 1305   
有形文化財 建造物 建築物 龍泉寺観音堂 西明石 藤江 1305   
有形文化財 建造物 建築物 天神社本殿 明石東部 大蔵天神町 2-7   
有形文化財 建造物 建築物 天神社拝殿 明石東部 大蔵天神町 2-7   
有形文化財 建造物 建築物 長光寺本堂 大久保 大久保町谷八木 742   
有形文化財 建造物 建築物 圓通寺本堂 西明石 鳥羽 1592   
有形文化財 建造物 建築物 遍照寺薬師堂 魚住 魚住町長坂寺 513   
有形文化財 建造物 建築物 柿本神社本殿 明石東部 人丸町 1-26   
有形文化財 建造物 建築物 柿本神社幣殿 明石東部 人丸町 1-26   
有形文化財 建造物 建築物 柿本神社拝殿 明石東部 人丸町 1-26   
有形文化財 建造物 建築物 来迎寺本堂 大久保 大久保町八木 310 近代 昭和 3（1928）年 
有形文化財 建造物 建築物 来迎寺山門 大久保 大久保町八木 310 近代 昭和 3（1928）年 
有形文化財 建造物 建築物 威徳院本堂 二見 二見町西二見 943   
有形文化財 建造物 建築物 威徳院山門 二見 二見町西二見 943   
有形文化財 建造物 建築物 威徳院庫裡 二見 二見町西二見 943   
有形文化財 建造物 建築物 極楽寺本堂 大久保 大久保町西島 1100 近世 寛政 13（1801）年 
有形文化財 建造物 建築物 素盞嗚神社本堂 明石東部 太寺天王町 2840   
有形文化財 建造物 建築物 延命寺本堂 魚住 魚住町金ヶ崎 898   
有形文化財 建造物 建築物 常徳寺本堂 二見 二見町福里 556   
有形文化財 建造物 建築物 常徳寺山門 二見 二見町福里 556   
有形文化財 建造物 建築物 浜西神明神社本

殿 
魚住 魚住町清水 574 近代 昭和元（1926）年 

有形文化財 建造物 建築物 大蔵院山門 明石東部 大蔵本町 10 近世 江戸時代 
有形文化財 建造物 建築物 仏舎利塔 明石東部 大蔵本町 10   
有形文化財 建造物 建築物 三木酒造木造蔵 大久保 大久保町江井島 316 近代 大正期 
有形文化財 建造物 建築物 西光寺庫裏（旧大

久保本陣母屋） 
大久保 大久保町西脇 412   

有形文化財 建造物 工場建築 旧柴田商会ゴム

工業所 
（現・シバタ工

業（株）第一圧

延工場・履物成

型工場 他） 

魚住 魚住町中尾 1058 近代 昭和 8（1933）年 

有形文化財 建造物 建築物 江井ヶ島港 大久保 大久保町江井島 近代 建久 7（1196）年築港 
明治 31（1989）年～大

正 4（1915）年 
有形文化財 建造物 建築物 明石港 明石東部 本町 近世 元和 7（1621）年 
有形文化財 建造物 建築物 二見港 二見 二見町東二見 近世 安政 5（1858）年 
有形文化財 建造物 建築物 明石公園内休憩

所（パーゴラ） 
明石東部 明石公園 1-27 近代 昭和初期 

有形文化財 建造物 建築物 二見横河公園 二見 二見町東二見 1626-1   
有形文化財 建造物 建築物 ほんまち三白館 明石東部 本町   
有形文化財 建造物 建築物 魚の棚商店街 明石東部 本町   
有形文化財 建造物 建築物 明石高校中部講 明石東部 荷山町 1744  昭和 31（1956）年竣工 
有形文化財 建造物 建築物 浜街道と鍵辻 明石東部 林 3   
有形文化財 建造物 建築物 地蔵堂（西松江） 西明石 松江 505   
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 美術工芸品 絵画 帆前船板絵額 二見 二見町東二見 1323   
有形文化財 美術工芸品 絵画 涅槃図 大久保 大久保町大久保町 848 近世 享和 3（1803）年 
有形文化財 美術工芸品 絵画 釈迦一代図 大久保 大久保町大久保町 848 近世 享和 3（1803）年 
有形文化財 美術工芸品 絵画 十六羅漢図 大久保 大久保町大久保町 848 近世 享和 3（1803）年 
有形文化財 美術工芸品 絵画 掛け軸 明石東部 林 2-1   
有形文化財 美術工芸品 絵画 涅槃図 明石東部 大蔵本町 10 近世 江戸時代 
有形文化財 美術工芸品 絵画 涅槃図 二見 二見町福里 556 近世 江戸時代 
有形文化財 美術工芸品 絵画 涅槃図 二見 二見町西二見 943 古代～中世 平安末期～鎌倉初期 
有形文化財 美術工芸品 彫刻 柿本人麻呂像 明石東部 人丸町 1-29 中世  
有形文化財 美術工芸品 彫刻 中部幾次郎銅像 明石東部 明石公園   
有形文化財 美術工芸品 彫刻 親鸞聖人寿像 魚住 魚住町金ヶ崎 1368   
有形文化財 美術工芸品 彫刻 浜光明寺の観世

音 
明石東部 鍛治屋町 5-20 中世 延元元（1336）年 

有形文化財 美術工芸品 彫刻 天拝鬼子母神尊

像 
明石東部 日富美町 6-8   

有形文化財 美術工芸品 彫刻 二宮金次郎（明

石小学校） 
明石東部 山下町 12-21 近代 昭和時代 

有形文化財 美術工芸品 彫刻 宗賢神社狛犬 大久保 大久保町松陰新田 741 近世 天保 3（1832）年 
有形文化財 美術工芸品 彫刻 金ヶ崎神社狛犬 魚住 魚住町金ヶ崎 1452 近世 天保 2（1831）年 
有形文化財 美術工芸品 彫刻 金ヶ崎神社狛犬 魚住 魚住町金ヶ崎 1452 近世 寛文（1661～1673）年

間 
有形文化財 美術工芸品 彫刻 清水神社狛犬 魚住 魚住町清水 886 近世 元治 2（1865）年 
有形文化財 美術工芸品 彫刻 御厨神社狛犬 二見 二見町東二見 1323 近世 文化 6（1809）年 
有形文化財 美術工芸品 彫刻 青龍神社狛犬 西明石 藤江字出の上 1191   
有形文化財 美術工芸品 彫刻 神応寺修行大師

像 
明石東部 林 2-14-3 近代 昭和 9（1934）年 

有形文化財 美術工芸品 彫刻 南釈迦牟尼像 大久保 大久保町大久保町 848 近世 江戸時代 
有形文化財 美術工芸品 彫刻 釈迦坐像 大久保 大久保町大久保町 848 近世 元禄 4（1691）年 

12 月 1 日 
有形文化財 美術工芸品 彫刻 八臂辯才天女 大久保 大久保町大久保町 848   
有形文化財 美術工芸品 彫刻 日限地蔵 明石東部 日富美町 13-35 近世 天正 5（1577）年 
有形文化財 美術工芸品 彫刻 狛犬 魚住 魚住町清水 574 近世 天保（1830～1844）年間 
有形文化財 美術工芸品 彫刻 地蔵菩薩 西明石 野々上 1-17   
有形文化財 美術工芸品 彫刻 地蔵菩薩 大久保 大久保町西島 1100 近世 江戸時代 
有形文化財 美術工芸品 彫刻 観音菩薩 明石東部 大蔵本町 10 古代 平安時代 
有形文化財 美術工芸品 彫刻 千體体地蔵 明石東部 大蔵本町 10 近世 江戸時代 
有形文化財 美術工芸品 彫刻 阿弥陀仏像 大久保 大久保町松陰 143   
有形文化財 美術工芸品 彫刻 聖観音像 明石東部 材木町 14-5   
有形文化財 美術工芸品 彫刻 観音菩薩 明石東部 林 3-15 中世 鎌倉時代 
有形文化財 美術工芸品 工芸品 松浦家紋瓦 個人  近代  
有形文化財 美術工芸品 工芸品 花瓶 個人    
有形文化財 美術工芸品 工芸品 明石焼 明石東部    
有形文化財 美術工芸品 工芸品 籠 明石東部 大蔵本町 10 近世 江戸時代 
有形文化財 美術工芸品 書跡・典籍 正信偈和讃 大久保 大久保町大窪 1213 中世 文明 5（1473）年 
有形文化財 美術工芸品 書跡・典籍 光源氏の歌の額 明石東部 鍛治屋町 4   
有形文化財 美術工芸品 書跡・典籍 人丸大明神宮講

式 
明石東部 人丸町 1-29   

有形文化財 美術工芸品 書跡・典籍 肥前島原嶺良成

百首和歌 
明石東部 人丸町 1-29 近世 延享 3（1746）年 

有形文化財 美術工芸品 書跡・典籍 古谷土子の筆跡 個人    
有形文化財 美術工芸品 書跡・典籍 入江珍の筆跡 個人    
有形文化財 美術工芸品 書跡・典籍 高良斎書幅 個人  近世 天保 3（1832）年 
有形文化財 美術工芸品 書跡・典籍 明石浦人丸来由

記 
明石東部 人丸町 1-29   
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 美術工芸品 古文書 寺屋敷寄進状 明石東部 大蔵本町 18 近世 慶長（1596～1615） 

年間 
有形文化財 美術工芸品 古文書 寄進状 明石東部 人丸町 1-29   
有形文化財 美術工芸品 古文書 執達状 明石東部 人丸町 1-29 近世 元和 7（1621）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 明石市中記 個人  近世 延宝 6（1678）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 明石郡村名控 個人  近世 文政 10（1827）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 大蔵谷本陣旅籠

屋割図 
個人  近世  

有形文化財 美術工芸品 古文書 大蔵谷宿帳 個人  近世 嘉永 6（1853）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 四条隆謌宿泊記

事 
個人  近世 文久 3（1863）年 

有形文化財 美術工芸品 古文書 借用状 個人  近世 文久元（1861）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 天神社地免許状 個人  近世 延宝 4（1676）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 三十人扶持折紙 個人  近世 文政 12（1829）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 忍藩領興栄講・

御用金記録 
個人  近世  

有形文化財 美術工芸品 古文書 人夫千人扶持免

状 
個人  近世  

有形文化財 美術工芸品 古文書 伊川谷掘割記録 個人  近世 寛文 11（1671）年、 

享保（1722）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 寛政池築造記録 個人  近代 明治 27（1894）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 船上村藤井新右

衛門屋敷跡免状 
個人  近世 寛保 2（1742）年 

有形文化財 美術工芸品 古文書 永代入用帳 二見 二見町西二見 1003-2 近世 寛保 2（1742）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 立願書 二見 二見町西二見 1003-2 近世 寛永 3（1850）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 朝鮮人明石表通

船御用日記 
明石東部 荷山町 1744 近世 享保 4（1719）年 

有形文化財 美術工芸品 古文書 武備誌 個人  近世 嘉永 3（1850）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 砲術免許状 個人  近世  
有形文化財 美術工芸品 古文書 人丸大明神常灯

料請取 
明石東部 人丸町 1-29 近世 寛文 2（1662）年 

有形文化財 美術工芸品 古文書 起蝶句集 個人    
有形文化財 美術工芸品 古文書 画料受取証 魚住 魚住町中尾 1031 近世 天明 4（1785）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 明石記 個人  近世 享保（1716～1736） 

年間 
有形文化財 美術工芸品 古文書 播磨國三木郡志

美作國吉野郡志 
明石東部 荷山町 1744 近世 嘉永 5（1852）年 

有形文化財 美術工芸品 古文書 書状 個人  近世  
有形文化財 美術工芸品 古文書 明石藩座並帳 個人  近世  
有形文化財 美術工芸品 古文書 津田柳雪筆跡 

（「まつりくる

ま」） 

個人    

有形文化財 美術工芸品 古文書 馬可伝 個人  近代 明治 14（1881）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 行在所略記 明石東部 鍛治屋町 5-20 近代 明治 22（1889）年 
有形文化財 美術工芸品 古文書 鶴峯・喜春・竹

塢小学校教員辞

令 

個人  近代 明治 7（1874）年 

有形文化財 美術工芸品 古文書 飾磨県小学校掛

辞令 
個人  近代 明治 6（1873）年 

有形文化財 美術工芸品 古文書 第一師範学校支

黌卆業証書 
個人  近代 明治時代 

有形文化財 美術工芸品 古文書 兵庫県明石師範

支校卆業証書 
個人  近代 明治 9（1876）年 

有形文化財 美術工芸品 古文書 赤石小学校助教

嘱人辞令 
個人  近代 明治 11（1878）年 
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 美術工芸品 古文書 播州東二見浦漁

業の歴史 
不明 市立図書館に所蔵あ

り 
現代 昭和 53（1978）年 

有形文化財 美術工芸品 古文書 漁業慣行調査書 不明    
有形文化財 美術工芸品 古文書 字限図絵図弐捨

弐枚入 
不明  近代 明治時代 

有形文化財 美術工芸品 古文書 松陰新田村新開

検地水帳 
不明  近世 寛文（1661～1673） 

年間 
有形文化財 美術工芸品 古文書 松陰新田村新田

畑検地帳 
不明 

 
近世 元禄～寛保（1688～

1744）年間 
有形文化財 美術工芸品 古文書 古検田畑名寄帳 不明 

 
近世 文化（1804～1818） 

年間 
有形文化財 美術工芸品 古文書 松陰新田村名寄

帳 
不明  近世 嘉永（1848～1854 

）年間 
有形文化財 美術工芸品 古文書 明石記 不明    
有形文化財 美術工芸品 古文書 住野家旅籠屋止

業届 
不明  近代 明治 14（1881）年 

有形文化財 美術工芸品 古文書 政姫様道中日記 不明  近世 安政（1854～1860） 

年間 
有形文化財 美術工芸品 古文書 御用人宿并人別

銭ニ而渡し方扣

帳 

不明  近世 天保 8（1837）年 

有形文化財 美術工芸品 考古資料 縄文土器片 個人  先史 縄文時代 
有形文化財 美術工芸品 考古資料 石鏃 個人  先史 縄文時代 
有形文化財 美術工芸品 考古資料 甑（藤江社宅西

遺跡） 
個人  先史 弥生時代 

有形文化財 美術工芸品 考古資料 たこ壺型土器 
（谷八木・住吉

神社境内） 

明石東部 上ノ丸 2-13-1 先史 弥生時代 

有形文化財 美術工芸品 考古資料 須恵器（魚住中

尾） 
明石東部 上ノ丸 2-13-1   

有形文化財 美術工芸品 考古資料 三階菱紋鬼板 明石東部 明石公園 近世  
有形文化財 美術工芸品 考古資料 角杯形土器 明石東部 上ノ丸 2-13-1 古代  
有形文化財 美術工芸品 考古資料 土器・石製品 明石東部 上ノ丸 2-13-1 古代 古墳～平安時代 
有形文化財 美術工芸品 考古資料 祭祀品 明石東部 上ノ丸 2-13-1 古代 古墳～平安時代 
有形文化財 美術工芸品 考古資料 丸瓦 明石東部 上ノ丸 2-13-1 古代 奈良時代末～平安時代

初期 
有形文化財 美術工芸品 考古資料 須恵器・硯・土

師器・飯蛸壺 
明石東部 上ノ丸 2-13-1 古代 奈良時代末～平安時代

初期 
有形文化財 美術工芸品 考古資料 単弁八葉蓮華文

軒丸瓦（太寺廃

寺跡） 

明石東部 上ノ丸 2-13-1 古代 奈良時代 

有形文化財 美術工芸品 考古資料 単弁八葉蓮華文

軒丸瓦（上ノ丸

遺跡） 

明石東部 上ノ丸 2-13-1 古代 奈良時代 

有形文化財 美術工芸品 考古資料 赤根川金ヶ崎釜

跡、魚住窯跡等

からの出土品 

明石東部    

有形文化財 美術工芸品 考古資料 瓦製露盤 西明石 松江 410 近世 元禄 13（1700）年？ 
有形文化財 美術工芸品 歴史資料 西浦辺組絵図 個人  近世 天保 8（1837）年 
有形文化財 美術工芸品 歴史資料 朝鮮人来朝の触

書 
明石東部 荷山町 1744 近世 正徳元（1711）年 

有形文化財 美術工芸品 歴史資料 明石城平面図 明石東部 上ノ丸 2-13-1   
有形文化財 美術工芸品 歴史資料 明石藩江戸上屋

敷図 
個人  近世  

有形文化財 美術工芸品 歴史資料 明石名勝旧跡案

内図絵 
明石東部 上ノ丸 2-13-1 近代 明治 36（1903）年 
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
有形文化財 美術工芸品 歴史資料 播磨国明石郡松

陰新田村地図、

原図絵図面 

明石東部 上ノ丸 2-13-1 近代 明治時代 

有形文化財 美術工芸品 歴史資料 播磨国絵図 明石東部 上ノ丸 2-13-1 中世～近世 慶長・正保・元禄・天

保（1596～1844）年間 
有形文化財 美術工芸品 歴史資料 明石藩領絵図 明石東部 上ノ丸 2-13-1   
有形文化財 美術工芸品 歴史資料 播磨名所巡覧図

会 
明石東部 上ノ丸 2-13-1 

 
 

有形文化財 美術工芸品 歴史資料 渡海船模型 二見 二見町東二見 1323   
有形文化財 美術工芸品 歴史資料 明石型生船 明石東部 港町   
有形文化財 美術工芸品 歴史資料 播磨国明石城図 明石東部  近世 正保元(1644)年 
有形文化財 美術工芸品 歴史資料 棟札 二見 二見町東二見 1643 中世 文永元（1264）年 
有形文化財 美術工芸品 歴史資料 瓦 二見 二見町東二見 1643 近世 江戸時代初期 
有形文化財 美術工芸品 歴史資料 活字原版 明石東部 大蔵本町 10 近世 江戸時代 
有形文化財 美術工芸品 歴史資料 キリシタン十字架 明石東部 林 2-1   
有形文化財 美術工芸品 歴史資料 林崎村郷土誌 明石東部 林崎町 1-11-2 

（林コミセン） 
近代 大正 8（1919）年 

有形文化財 美術工芸品 歴史資料 阪神内燃機工業

株式会社資料室 
西明石 貴崎 5-8-70 近代  

無形文化財 工芸技術 陶芸 明石焼・朝霧焼 明石東部 上ノ丸 2-13-1 近世 江戸時代～ 
民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 蛸壺 明石東部 中崎 1-5-1   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 蛸壺 明石東部 岬町 33-1   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 御用幟 二見 二見町西二見 1003-2 

 
 

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 巾着網 明石東部 林地区   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 蛸壺 複数地区    

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 穂蓼八幡神社の

宮太鼓 
明石東部 大蔵八幡町 6-18 

大蔵八幡町 2571-1

（旧地番） 

  

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 岩屋神社の宮太

鼓 
明石東部 材木町 8-10   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 新浜の龍太鼓 

（岬町西部三丁

目・伊弉冊神

社） 

明石東部 岬町 19-8   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 新浜の虎太鼓 

（岬町西部・伊

弉冊神社） 

明石東部 岬町 19-8   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 和坂の布団太鼓 

（林神社） 
明石東部 宮の上 5-1   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 藤江の布団太鼓 

（青龍神社） 
西明石 藤江字出の上 1191   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 三社神社のだん

じり（旧小久保

村） 

西明石 小久保 2-9-4 近代  

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 松陰新田の布団

太鼓 
大久保 大久保町松陰新田 741   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 大窪の布団太鼓 大久保 大久保町大窪 1478   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 中之番の布団太

鼓 
大久保 大久保町大窪 1478   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 山之下の布団太

鼓 
大久保 大久保町大窪 1478   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 西大窪の布団太

鼓 
大久保 大久保町大窪 1478   
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 松陰の布団太鼓 大久保 大久保町大窪 1478   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 西脇の布団太鼓 大久保 大久保町西脇 635   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 大久保町西講中

の布団太鼓 
大久保 大久保町大久保町 910  

 
民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 大久保町東講中

の布団太鼓 
大久保 大久保町大久保町 910 近代  

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 谷八木の布団太

鼓 
大久保 大久保町谷八木 654   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 八木の布団太鼓 大久保 大久保町八木 488 近世 明和 9（1772）年 

（太鼓胴） 
民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 西八木自治会の

布団太鼓 
大久保 大久保町八木 488   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 東江井の布団太

鼓 
大久保 大久保町江井島 83   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 西江井の布団太

鼓 
大久保 大久保町江井島 318   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 東嶋の布団太鼓 大久保 大久保町江井島 590   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 金ヶ崎の布団太

鼓 
魚住 魚住町金ヶ崎 1452   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 清水新田の布団

太鼓 
魚住 魚住町清水 2606   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 中尾の布団太鼓 魚住 魚住町中尾 1031 近代  

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 西岡の布団太鼓 魚住 魚住町中尾 1031 

 
 

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 大見の布団太鼓 魚住 魚住町中尾 1031   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 西島の布団太鼓 魚住 魚住町中尾 1031   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 西之町の布団太

鼓 
二見 二見町東二見 1323 近代  

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 北之町の布団太

鼓 
二見 二見町東二見 1323 近代 

 

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 地蔵町の布団太

鼓 
二見 二見町東二見 1323 近代  

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 原之町の布団太

鼓 
二見 二見町東二見 1323 近代  

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 福里の布団太鼓 二見 二見町東二見 1323   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 上西の布団太鼓 二見 二見町東二見 1323   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 岡の上の布団太

鼓 
二見 二見町東二見 1323   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 西二見の布団太

鼓 
二見 二見町東二見 1323   

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 屋台太鼓（清水の

布団太鼓） 
魚住 魚住町清水 886 近代 昭和初期 

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 穂蓼八幡神社の

布団太鼓 
明石東部 大蔵八幡町 6-18 近世 江戸末期～明治期 

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 王子の布団太鼓 明石東部 西新町 2-10-8 近代  

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
装置・器具 鍬 魚住 魚住町清水 886 近世 江戸時代 

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
衣食住 明石焼（玉子焼） 複数地区  近世～近代  
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
民俗文化財 無形の民俗文化

財 
衣食住 菱の実 複数地区    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
衣食住 鰯寿司 複数地区    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
衣食住 豆飯（枝豆） 複数地区    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
衣食住 まったけ飯 複数地区    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
衣食住 巻き寿司 複数地区    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
衣食住 鶏（かしわ）のすき

焼き 
複数地区    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
衣食住 イカナゴの巻き寿

司 
複数地区    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 天狗 西明石 鳥羽地区   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 宵宮 西明石 野々上 3-6-2   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 野中の清水 不明 

 
  

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 狩口 明石東部 大蔵谷（狩口）   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 大蔵谷 明石東部 大蔵谷   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 速鳥 明石東部 大蔵谷（推定）   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 大蔵谷の八幡宮 明石東部 大蔵八幡町 2571-1 

大蔵八幡町 6-18 

（旧地番） 

  

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 弁慶の荷塚 明石東部 太寺   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 柿本人麿 明石東部    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 ぼたん狐 明石東部 上ノ丸 1-17-18   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 てつかみ屋敷 明石東部 旧明石郡明石町   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 善樂寺の閉めず

の門（焼失） 
明石東部 大観町 11   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 海士男狭磯 明石東部 大観町 10-11   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 太閤手植えの杉 明石東部 西新町 1-2-11   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 煎麦薬師 明石東部 西新町 1-2   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 王子村 明石東部    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 弘法大師の蟹塚 西明石 和坂 1-8-2   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 左 甚五郎 複数地区    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 出羽殿堤 明石東部    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 舟引原 明石東部    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 船上の御崎神社 明石東部 船上町 3-8   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 船上菩薩 明石東部    
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 堀抜地蔵 明石東部 船上町、田町   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 瓢印の法被 西明石    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 立石の井 明石東部 立石 1-6   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 毘沙門天の銛穴 西明石 林崎   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 鹿ノ瀬 西明石    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 手繰り網 不明    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 赤石 西明石 松江   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 山伏塚 西明石 松江   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 藤江 西明石 藤江   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 藤江の山王権現 西明石 藤江   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 鉄船の森 西明石 藤江   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 青池の竜の鱗 西明石 藤江   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 江井ヶ島 大久保 江井島   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 馬田 大久保    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 番所の狐 大久保 大久保町   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 光觸寺の太閤松 大久保 大久保町 1213   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 黒岩大明神 魚住 魚住町金ヶ崎 1452   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 清水千軒の大門 魚住 魚住町清水   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 小式部内侍祈り

の松 
魚住 魚住町錦が丘   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 西福寺のあみだ

如来 
魚住 魚住町清水 1372-2   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 菅公仮寝の岡 二見 二見   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 仮寝の岡のきつ

ね 
二見 二見   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 帆下げの観音 二見 二見町西二見 943   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 西二見の夜泣き

の塔 
二見 二見町西二見   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 注連縄づくり 

（林神社） 
明石東部 宮の上 5-1   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 林のトンド 

（左義長） 
明石東部 宮の上 5-1   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 魚供養 明石東部 林 3-18   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 掘割祭 西明石 鳥羽地区   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 夏まつり 西明石 野々上 3-6-2   

  



参22 

類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 よいやなり 西明石 鳥羽地区   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 大とんと（左義

長） 
西明石 鳥羽   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 林神社の祭礼 明石東部 宮の上 5-1   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 地蔵盆踊大会（密

蔵院） 
明石東部 船上町 3-8   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 毘沙門天祭会（宝

蔵寺） 
明石東部 林 2-1   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 弥勒尊護摩供（神

応寺） 
明石東部 林 2-14-3   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 林地区の年中行

事 
明石東部 林地区   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 鳥羽八幡神社の

祭礼 
西明石 野々上 3-6-2   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 青龍神社秋祭 西明石 藤江字出の上 1191   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 大久保町住吉神

社の例大祭 
大久保 大久保町大久保町 910   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 かど入れ行事 大久保 大久保町大久保町 910   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 荒神祓い行事（釜

祓い） 
大久保 大久保町大久保町 910   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 大久保住吉神社

お祝い餅まき 
大久保 大久保町大久保町 910   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 大久保町住吉神

社恵比須祭お祝

い餅まき 

大久保 大久保町大久保町 910   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 住吉神社の祭礼 大久保 大久保町福田 2-1 

（旧地番大久保町福田 
171） 

  

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 金ヶ崎神社の練り

行燈 
魚住 魚住町金ヶ崎 1452   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 正覚寺の観音さん

まつり 
魚住 魚住町金ヶ崎 1368   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 金ヶ崎神社の御旅 魚住 魚住町金ヶ崎 1452  

 

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 氏神講 魚住 魚住町清水   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 大師堂 魚住 魚住町清水   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 手繰り網唄 不明    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 大漁唄 複数地区 林崎江井島   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 雨乞い歌 複数地区 魚住町長坂寺 

魚住町清水 

鳥羽新田 

旧明石郡神出村 

  

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 盆踊り歌 複数地区    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 林地区の伝承民

謡 
明石東部 林地区   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 林地区の民話 明石東部 林地区   
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 鳥羽の獅子舞

（鳥羽八幡神

社） 

西明石 野々上 3-6-2   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 総襷のだんじり

（鳥羽野々上） 
西明石 野々上 3-6-2   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 鳥羽八幡神社の

布団太鼓（鳥羽

町内会） 

西明石 野々上 3-6-2   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 岩屋神社の獅子

舞 
明石東部 材木町 8-10   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 三社の獅子舞 西明石 小久保 2-9-4   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 宗賢神社の獅子

舞 
大久保 大久保町西脇 635   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 住吉神社の獅子

舞 
大久保 大久保町谷八木 654   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 九種の神楽舞獅

子 
魚住 魚住町清水 574   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 清水の獅子舞 魚住 魚住町清水 886   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 林神社の茅の輪

くぐり 
明石東部 宮の上 5-1   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 地蔵盆 複数地区    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 和歌文化 明石東部    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 伊勢講 西明石 野々上   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 地蔵講・念仏講 西明石 野々上   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 達磨講 西明石 野々上   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 観音講 西明石 野々上   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 阿弥陀仏講（念仏

講） 
西明石 野々上   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
風俗慣習 日向堂の講・行事 魚住 魚住町清水 520   

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
民俗技術 イカナゴ漁 西明石    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
民俗技術 タコ漁 複数地区    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
民俗技術 イワシ漁 西明石    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
民俗技術 二見の干しダコ 二見    

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
民俗技術 ノリ養殖 複数地区 林崎・二見・明石 現代 昭和 25（1950）年以降 

民俗文化財 無形の民俗文化

財 
民俗技術 新明町神明マリ

ン 
明石東部 新明町 1-15 近代  

記念物 遺跡 遺跡 寺山遺跡 魚住 魚住町長坂寺 先史 旧石器時代 
記念物 遺跡 遺跡 藤江社宅遺跡 西明石  先史 弥生時代 
記念物 遺跡 遺跡 人丸塚旧跡 明石東部 明石公園 古代 仁和（885～889）年間 
記念物 遺跡 遺跡 アカシゾウ発掘

地 
大久保 大久保町八木 先史 200万年前 

記念物 遺跡 遺跡 西脇遺跡 大久保 大久保町西脇 先史 旧石器時代 
記念物 遺跡 遺跡 藤江川添遺跡 西明石 藤江字川添 中世～近世 旧石器～江戸時代 
記念物 遺跡 遺跡 藤江出ノ上遺跡 西明石 藤江字出ノ上 先史 縄文時代 
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
記念物 遺跡 遺跡 上ノ丸遺跡 明石東部 上ノ丸 先史～古代 弥生～古墳時代 
記念物 遺跡 遺跡 池ノ上遺跡 二見 二見町東二見 先史～古代 弥生～古墳時代 
記念物 遺跡 遺跡 藤江別所遺跡 西明石 藤江字別所 古代～中世 古墳～室町時代 
記念物 遺跡 遺跡 硯町遺跡 明石東部 硯町 3 古代 奈良時代 
記念物 遺跡 遺跡 北王子遺跡 明石東部 北王子町 古代 古墳～平安時代 
記念物 遺跡 遺跡 大蔵中町遺跡 明石東部 大蔵中町 古代～近世 奈良～江戸時代 
記念物 遺跡 遺跡 口北野遺跡 大久保 大久保町谷八木 先史～中世 縄文～鎌倉時代 
記念物 遺跡 遺跡 東野町遺跡 明石東部 東野町 古代 飛鳥～奈良時代 
記念物 遺跡 遺跡 赤根川遺跡 大久保 大久保町西島 古代 奈良～平安時代 
記念物 遺跡 遺跡 相々遺跡 二見 二見町西二見 古代～中世 平安～鎌倉 
記念物 遺跡 遺跡 藤江松ノ本遺跡 西明石 藤江字松ノ本 1514 中世 室町時代 
記念物 遺跡 遺跡 菅公仮寝の丘の

旧跡 
二見 二見町東二見 1-1852   

記念物 遺跡 遺跡 藤原塚 西明石 藤江 近代 明治・大正時代 
記念物 遺跡 遺跡 お茶の水遺跡 明石東部 明石公園 近世 天和～元禄（1681～

1704）年間 
記念物 遺跡 遺跡 古代山陽道遺構 二見 福里・清水 古代 8～10 世紀 
記念物 遺跡 貝塚 上の丸貝塚 明石東部 上ノ丸 先史～古代 弥生～古墳時代 
記念物 遺跡 貝塚 上の丸西貝塚 明石東部 上ノ丸 先史～古代 弥生～古墳時代 
記念物 遺跡 窯跡 すり鉢窯跡 魚住 魚住町中尾 近世 江戸時代後期 
記念物 遺跡 窯跡 魚住窯跡群 中

尾川支群 
魚住 魚住町中尾 古代  

記念物 遺跡 窯跡 鴨谷池窯跡 魚住 魚住町鴨池 古代  
記念物 遺跡 窯跡 魚住窯跡群 赤

根川支群 
大久保 大久保町 中世  

記念物 遺跡 窯跡 江井島瓦窯跡 大久保  近世  
記念物 遺跡 窯跡 赤根川金ヶ崎窯

跡 
魚住 魚住町金ヶ崎 古代 古墳時代後期 

記念物 遺跡 窯跡 林崎三本松瓦窯

跡 
西明石 林崎町 3 古代～中世 平安～鎌倉時代 

記念物 遺跡 窯跡 北條窯跡 明石東部 樽屋町 近世  
記念物 遺跡 窯跡 上ノ丸窯跡 明石東部 上ノ丸 近世～近代 幕末～明治時代 
記念物 遺跡 窯跡 千尋窯 明石東部 大蔵町 近代 大正～昭和時代 
記念物 遺跡 窯跡 荒尾窯跡 明石東部 大蔵八幡町 近世  
記念物 遺跡 窯跡 清水新田窯跡 魚住  古代  
記念物 遺跡 古墳 文五郎塚 魚住 魚住町金ヶ崎 古代 古墳時代後期 
記念物 遺跡 古墳 寺山古墳 魚住 魚住町錦ヶ丘 古代 古墳時代後期 
記念物 遺跡 古墳 藤江中尾古墳跡 西明石 藤江 古代 古墳時代後期 
記念物 遺跡 古墳 松陰新田 1 号墳 大久保 大久保町松陰新田 古代 古墳時代後期 
記念物 遺跡 古墳 松陰新田 2 号墳 大久保 大久保町松陰新田 古代 古墳時代後期 
記念物 遺跡 古墳 あさぎり寮古墳 明石東部 明石公園 古代 古墳時代後期 
記念物 遺跡 古墳 東山古墳跡 明石東部 朝霧町 古代 古墳時代後期 
記念物 遺跡 古墳 松ヶ丘古墳 明石東部 松が丘 古代 古墳時代後期 
記念物 遺跡 駅家跡 長坂寺遺跡 魚住 魚住町長坂寺 古代 奈良時代 
記念物 遺跡 寺院跡 薬師堂跡 魚住 魚住町中尾 1031 近代  
記念物 遺跡 寺院跡 報恩寺跡 大久保 大久保町西脇 

大久保町西脇字 

鳥ケ谷 790-1 

中世 室町時代 

記念物 遺跡 城跡 魚住城跡 大久保 大久保町西島 近世 天正 7（1579）年 
記念物 遺跡 城跡 船上城跡 明石東部 新明町 9（船上西公

園） 
近世 天正 13（1585）年 
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
記念物 遺跡 伝説地 蔦の細道 明石東部 大観町 

（無量光寺前） 
近世 江戸時代 

記念物 遺跡 発掘地 明石原人発見地 大久保 大久保町八木 先史 旧石器時代 
記念物 遺跡 墓所 津田柳雪夫妻の

墓・碑文 
明石東部 鍛治屋町 5-20 近代 明治 8（1875）年 

記念物 遺跡 墓所 源太塚 二見 二見町福里 近世 近世 
記念物 遺跡 墓所 三昧墓 明石東部 林 3（西濱）   
記念物 遺跡 墓所 サンマイ 魚住 魚住町清水 2679   
記念物 遺跡 墓所 マイリバカ 魚住 魚住町清水 2577-4   
記念物 遺跡 墓所 マイリバカ 魚住 魚住町清水 2476、

2402 
  

記念物 遺跡 屋敷跡 明石城武家屋敷

跡 
明石東部 鷹匠町、大明石町、東

仲ノ町、山下町、上ノ

丸 

近世 江戸時代 

記念物 遺跡  藤江競馬場跡 西明石 藤が丘 近代 昭和 3（1928）年 
記念物 遺跡  明石入道の館跡 明石東部 大観町 11 近世  
記念物 遺跡  小辻の地蔵堂跡 明石東部 東人丸町 5   
記念物 遺跡  横山家土塀跡 魚住 魚住町長坂寺   
記念物 遺跡  古波止 明石東部 船上町 近世 江戸時代 
記念物 遺跡  望海浜の茶亭跡 明石東部 船上町 近世 江戸時代 
記念物 遺跡  フェリー乗り場

跡 
明石東部 本町 現代 昭和 29（1956）年 

記念物 遺跡  聖天神社跡（大聖

歓喜天、明石聖 
明石東部 朝霧台 2869-29 近代  

記念物 遺跡  蚕糸試験場明石

支場跡地 
明石東部 荷山町 1649-4 近代  

記念物 遺跡  通信塔跡（神戸無

線送受信所） 
明石東部 神戸市西区伊川谷町有

瀬 
  

記念物 遺跡  山伏塚（教覚坊） 西明石 松江   
記念物 遺跡  長坂寺遺跡 魚住 魚住町長坂寺   
記念物 名勝地  宮本武蔵の庭 明石東部 上ノ丸 1-17-18他   
記念物 名勝地  光源氏月見の池 明石東部 鍛治屋町 4－6   
記念物 名勝地  光源氏月見の松 明石東部 材木町 8-10   
記念物 名勝地  柿本人麻呂に謳

われた明石海峡

の風景 

複数地区    

記念物 動物、植物、地

質鉱物 
化石 明石象（アカシ

ゾウ/アケボノゾ

ウ） 

個人  先史 第三紀末期 

記念物 動物、植物、地

質鉱物 
樹木 八つ房の梅 明石東部 人丸町 1-29   

記念物 動物、植物、地

質鉱物 
樹木 雌鹿の松 明石東部 林 2-1   

記念物 動物、植物、地

質鉱物 
地層 明石層群 西明石 林下溝海岸 ほか 先史 新生代 

記念物 動物、植物、地

質鉱物 
湧水 弘法大師の霊水 二見 二見町東二見   

記念物 動物、植物、地

質鉱物 
湧水 どっこんしょ 複数地区 魚住～二見   

記念物 動物、植物、地

質鉱物 
湧水 慈泉寺の井 西明石 野々上 1-17   

記念物 動物、植物、地

質鉱物 
湧水 立石の井 明石東部 立石 1-6   

記念物 動物、植物、地

質鉱物 
湧水 浜西村の井戸 魚住    
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類型 分類 分類２ 名称 地区 所在地 時代区分 年代 
記念物 動物、植物、地

質鉱物 
 盲杖桜 明石東部 明石公園   

記念物 動物、植物、地

質鉱物 
 屏風ヶ浦 複数地区 林崎から二見   

記念物 動物、植物、地

質鉱物 
 玄慶の池 大久保 大久保町谷八木   

記念物 動物、植物、地

質鉱物 
 乙樋川 明石東部 南王子町   

記念物 動物、植物、地

質鉱物 
 古城川 明石東部 新明町   

文化的景観   大蔵谷宿場筋跡 明石東部 大蔵八幡町 近世  
文化的景観   明石港付近の町

並み（家屋等） 
明石東部 港町 近世  

文化的景観   大久保本陣 大久保 大久保町大久保町   
文化的景観   大久保町などの

水田 
大久保    

文化的景観   上ノ丸地区の住

宅地 
明石東部 上ノ丸   

文化的景観   太寺地区の住宅

地 
明石東部 太寺   

その他 建造物 船舶 大蔵海岸マーメイ

ドⅡ号（大蔵海岸

公園） 

明石東部 大蔵海岸通 2 現代  

その他 建造物  地蔵堂（今崎野） 西明石 藤江 1651-6（公民館） 現代  
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参考資料２ 重点区域における未指定の歴史文化遺産一覧 

類型 分類 分類２ 名称 所有者・管理者 所在地 年代 

有形文化財 建造物 寺院 西林寺  大蔵町 11 康安 2（1361）年創建 

有形文化財 建造物 寺院 円乗寺  大蔵中町 7-9 寛永 2（1624）年創建 

有形文化財 建造物 寺院 大蔵院  大蔵本町 10  

有形文化財 建造物 寺院 扇陽寺  相生町 1-1-15  

有形文化財 建造物 寺院 長寿院  人丸町 2-6 天和 2（1682）年 

有形文化財 建造物 寺院 月照寺  人丸町 1-29 元和 4（1618）年 

有形文化財 建造物 寺院 雲晴寺  人丸町 5-23 慶長 18（1613）年創立 

有形文化財 建造物 寺院 高家寺  太寺 2-10 元和（1615～1624）年間

再建 

有形文化財 建造物 寺院 本松寺  上ノ丸 1-17 元禄 4（1691）年 

有形文化財 建造物 寺院 大聖寺  上ノ丸 1-18-18 明治 41（1908）年建立 

有形文化財 建造物 寺院 朝顔光明寺  鍛治屋町 4 元和 5（1619）年移転 

昭和 45（1970）年改築 

有形文化財 建造物 寺院 浜光明寺  鍛治屋町 5 元和 5（1619）年 

有形文化財 建造物 寺院 長林寺  材木町 9-4 霊亀（715～717）年間 

創建 

有形文化財 建造物 寺院 宝林寺（寶林寺）  材木町 14-5 宝永 2（1705）年 

有形文化財 建造物 寺院 浄行寺  材木町 9-19  

有形文化財 建造物 寺院 本誓寺  材木町 9-36  

有形文化財 建造物 寺院 龍谷寺  材木町 14-12  

有形文化財 建造物 寺院 願成寺  樽屋町 5-4 元和（1615～1624）年間 

有形文化財 建造物 寺院 本立寺  日富美町 6-8 寛永（1624～1644）年間 

有形文化財 建造物 寺院 法音寺  日富美町 13-35 元文 5（1740）年本堂 

寄進 

有形文化財 建造物 寺院 長久寺  日富美町 13-15 保元 3（1158）年建立 

有形文化財 建造物 寺院 無量光寺  大観町 10-11  

有形文化財 建造物 寺院 西安寺  大観町 10-11  

有形文化財 建造物 寺院 善楽寺  大観町 11 大化（645～650）年間 

開基 

保元元（1156）年再興 

文禄 2（1539）年再建 

有形文化財 建造物 寺院 正徳寺  大観町 12-5 天正元（1573）年創建 

昭和 39（1964）年再建 

有形文化財 建造物 寺院 人丸大師教会  天文町 2-2-11 昭和 11（1936）年 

本堂建立 

昭和 29（1954）年現在地

に移転 

有形文化財 建造物 神社 八幡神社  大蔵八幡町 6-18 宝永 2（1705）年造営 
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類型 分類 分類２ 名称 所有者・管理者 所在地 年代 

有形文化財 建造物 神社 稲爪神社  大蔵本町 6-10 寛永 12（1635）年及び寛

保元（1741）年社殿改築 

有形文化財 建造物 神社 休天神（天神社）  大蔵天神町 2-7 延宝 4（1676）年社建立 

有形文化財 建造物 神社 熊野皇大神社  東人丸町 6-6 寛永 14（1637）年 

有形文化財 建造物 神社 素盞嗚神社  太寺天王町 2840  

有形文化財 建造物 神社 明石神社  上ノ丸 1-20-7 元禄～寛保（1688～

1744）年間 

有形文化財 建造物 神社 柿本神社  人丸町 1-26 元和 5（1619）年 

有形文化財 建造物 神社 岩屋神社  材木町 8-10 成務天皇（131～190）年

間奉祀 

昭和 29（1954）年復興 

有形文化財 建造物 神社 林神社  宮の上 5-1 成務天皇 9（139）年 

昭和復興 

有形文化財 建造物 神社 伊弉冊神社  岬町 19-8 紀元前 92 年創立 

有形文化財 建造物 神社 伊弉諸神社  大観町 17-15  

有形文化財 建造物 神社 腕塚神社  天文町 2-2 昭和 59（1984）年現在地

に移転 

有形文化財 建造物 神社 蛭児神社 

（蛭子神社） 

 岬町 267  

有形文化財 建造物 神社 濱森大明神・蛭子神社  港町 30-10  

有形文化財 建造物 神社 恵比寿神社 

（蛭子神社） 

 港町 2-164  

有形文化財 建造物 神社 稲荷大明神 

（稲荷神社） 

 港町 9-9-2  

有形文化財 建造物 神社 行者尊不動尊稲荷神社  本町  

有形文化財 建造物 神社 白龍神社  東仲ノ町 4-36  

有形文化財 建造物 神社 元えびす神社  大蔵町  

有形文化財 建造物 神社 尊神神社  松が丘 5-24  

有形文化財 建造物 神社 若宮神社  大観町 166-1 寛永 19（1642）年創立 

有形文化財 建造物 神社 蛭子神社  岬町 31  

有形文化財 建造物 神社 三世繁神社  本町 2-1-18  

有形文化財 建造物 神社 杉本大神（杉之本神

社、杉本神社） 

 本町 2-8 天明元（1781）年創立 

有形文化財 建造物 神社 大高大神  大明石町  

有形文化財 建造物 神社 妙見社  上ノ丸 1-17-35  

有形文化財 建造物 神社 山森大明神  樽屋町 21  

有形文化財 建造物 神社 魚の棚の弁天さん  本町 1-1-9  

有形文化財 建造物 教会 日本聖公会明石聖マリ

ヤ・マグダレン教会 

 太寺天王町 11  

有形文化財 建造物 教会 日本自由メソジスト明

石上ノ丸教会 

 上ノ丸 1-18-13 明治 40（1907）年 

昭和 11（1936）年現在地

に移転 
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類型 分類 分類２ 名称 所有者・管理者 所在地 年代 

有形文化財 建造物 教会 日本イエスキリスト教

団明石人丸教会 

 相生町 1-130 昭和 10（1935）年建設 

有形文化財 建造物 教会 日本基督教団明石教会  東仲ノ町 3-5 昭和 23（1948）年新会堂

建設 

有形文化財 建造物 住宅 大塩邸  大蔵八幡町 5-23 明治時代 

有形文化財 建造物 住宅 卯月邸  大蔵八幡町 5-22 明治時代 

有形文化財 建造物 住宅 服部邸  大蔵八幡町 5-20 明治時代 

有形文化財 建造物 住宅 洋館付き住宅  上ノ丸  

有形文化財 建造物 住宅 鍛冶屋町の町家  鍛治屋町  

有形文化財 建造物 住宅 旧船町の安藤家  材木町 6-21 大正～昭和時代 

有形文化財 建造物 石造物 柿本人麻呂歌碑 柿本神社 人丸町 1-26  

有形文化財 建造物 石造物 菅原道真旅次碑  太寺 2 昭和 8（1933）年 

有形文化財 建造物 石造物 明石入道の碑 善楽寺 大観町 11 江戸時代 

有形文化財 建造物 石造物 藤江屋の墓 浄行寺 材木町 9-19  

有形文化財 建造物 石造物 古谷土子の墓 長寿院 人丸町 2  

有形文化財 建造物 石造物 梁田蛻巖夫妻の墓 本立寺 日富美町 6-8  

有形文化財 建造物 石造物 大島芝蘭の墓 長久寺 日富美町 13-15  

有形文化財 建造物 石造物 立田勝長の墓 長久寺 日富美町 13-15  

有形文化財 建造物 石造物 市村梯霧の墓 大蔵院 大蔵本町 18  

有形文化財 建造物 石造物 松浦元琱夫妻の墓 月照寺 人丸町 1-29  

有形文化財 建造物 石造物 原田カシの墓 長林寺 材木町 9-4 大正 15（1926）年 

有形文化財 建造物 石造物 標準時子午線標識  相生町裁判所前平

野村黒田の県道筋 

明治 23（1890）年 

有形文化財 建造物 石造物 松尾芭蕉句碑  人丸町 1-26（柿

本神社山門前） 

明和 5（1768）年 

有形文化財 建造物 石造物 忠度塚  天文町 2-2  

有形文化財 建造物 石造物 菅公踞石 休天神 大蔵天神町 2-7 延宝 7（1679）年現在地

へ移動 

有形文化財 建造物 石造物 馬塚の碑  人丸町  

有形文化財 建造物 石造物 両馬川旧跡  天文町 1  

有形文化財 建造物 石造物 縁切り地蔵  田町 2  

有形文化財 建造物 石造物 道標  東人丸町 昭和 6（1931）年 

有形文化財 建造物 石造物 道標  人丸町 

（柿本神社境内） 

 

有形文化財 建造物 石造物 道標  人丸町 

（西坂祠内） 

 

有形文化財 建造物 石造物 道標  人丸町（西坂）  

有形文化財 建造物 石造物 道標  大蔵天神町  

有形文化財 建造物 石造物 道標  大蔵天神町 12  
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類型 分類 分類２ 名称 所有者・管理者 所在地 年代 

有形文化財 建造物 石造物 道標  天文町 2  

有形文化財 建造物 石造物 道標  天文町 1  

有形文化財 建造物 石造物 道標  天文町 1  

有形文化財 建造物 石造物 道標  天文町 2 明治 24（1891）年 

有形文化財 建造物 石造物 道路元標  東仲ノ町  

有形文化財 建造物 石造物 道標  鍛治屋町  

有形文化財 建造物 石造物 柿本神社の亀 柿本神社 人丸町 1-26  

有形文化財 建造物 石造物 妙見さんの亀 妙見社 上ノ丸 1-17-35  

有形文化財 建造物 石造物 中崎忠魂碑  相生町 大正 9（1920）年竣工 

有形文化財 建造物 石造物 中崎地蔵  相生町 1-9  

有形文化財 建造物 石造物 大徳寺地蔵  大蔵天神町 2  

有形文化財 建造物 石造物 大蔵院地蔵  大蔵本町 18  

有形文化財 建造物 石造物 なかよし地蔵  大蔵天神町 2  

有形文化財 建造物 石造物 駐車場地蔵  大蔵町 23  

有形文化財 建造物 石造物 地蔵 個人 大蔵町 19  

有形文化財 建造物 石造物 地蔵 個人 大蔵町 12  

有形文化財 建造物 石造物 地蔵 個人 大蔵八幡町 16  

有形文化財 建造物 石造物 地蔵 個人 大蔵八幡町 12  

有形文化財 建造物 石造物 地蔵  大蔵町 21  

有形文化財 建造物 石造物 地蔵  大蔵町 2  

有形文化財 建造物 石造物 地蔵  大蔵八幡町 3  

有形文化財 建造物 石造物 白雲桜の碑  桜町 8 明治時代 

有形文化財 建造物 石造物 法音寺の石造物 法音寺 日富美町 13-35  

有形文化財 建造物 石造物 岩屋神社参道の石灯籠 岩屋神社 材木町 8-10 寛政 12（1800）年 

有形文化財 建造物 石造物 題目塔 

（旧西国街道東口） 

 大蔵八幡町 2 明治時代 

有形文化財 建造物 石造物 稲爪神社石灯籠 稲爪神社 大蔵本町 6-10 天保 13（1842）年 

有形文化財 建造物 石造物 休天神標柱 休天神 大蔵天神町 2-7 安政 4（1858）年 

有形文化財 建造物 石造物 休天神石灯籠 休天神 大蔵天神町 2-7 文久 2（1862）年 

有形文化財 建造物 石造物 柿本神社亀の水湧水口 柿本神社 人丸町 1-26 享保 4（1719）年 

有形文化財 建造物 石造物 柿本神社常夜燈 柿本神社 人丸町 1-26 文化 2（1805）年 

有形文化財 建造物 石造物 柿本神社常夜燈 柿本神社 人丸町 1-26 寛政元（1789）年 

有形文化財 建造物 石造物 岩屋神社石灯籠 岩屋神社 材木町 8-10 延享元（1744）年 

有形文化財 建造物 石造物 岩屋神社石灯籠 岩屋神社 材木町 8-10 天明 3（1783）年 

有形文化財 建造物 石造物 岩屋神社石灯籠 岩屋神社 材木町 8-10 寛政 5（1793）年 

有形文化財 建造物 石造物 岩屋神社石灯籠 岩屋神社 材木町 8-10 延享元（1744）年 

有形文化財 建造物 石造物 岩屋神社常夜燈 岩屋神社 材木町 8-10 文化 6（1809）年 

有形文化財 建造物 石造物 伊弉冊神社石灯籠 伊弉冊神社 岬町 19-8 安政 6（1859）年 
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類型 分類 分類２ 名称 所有者・管理者 所在地 年代 

有形文化財 建造物 石造物 雲晴寺地蔵 雲晴寺 人丸町 5-23 万治 3（1660）年 

有形文化財 建造物 石造物 天神社鳥居 休天神 大蔵天神町 2-7  

有形文化財 建造物 石造物 素盞嗚神社常夜燈 素盞嗚神社 太寺天王町 2840  

有形文化財 建造物 石造物 素盞嗚神社狛犬 素盞嗚神社 太寺天王町 2840 天保 9（1838）年 

有形文化財 建造物 石造物 素盞嗚神社手水鉢 素盞嗚神社 太寺天王町 2840 宝暦 13（1763）年 

有形文化財 建造物 石造物 大蔵谷村の地蔵  大蔵本町周辺  

有形文化財 建造物 石造物 地蔵像（太寺天王町）  太寺天王町  

有形文化財 建造物 石造物 コンウォール・リー女

史終焉の地の記念碑 

聖マグダレン教

会 

太寺天王町 11  

有形文化財 建造物 石造物 岬森神社の石碑  港町 大正 10（1921）年 

有形文化財 建造物 石造物 大蔵院の供養塔 

（五輪塔水輪） 

大蔵院 大蔵本町 18  

有形文化財 建造物 石造物 長林寺の石造層塔 

（七重） 

長林寺 材木町 9-4 貞和（1345～1350）年間 

有形文化財 建造物 石造物 長林寺の宝篋印塔 長林寺 材木町 9-4 至徳 4（1387）年 

有形文化財 建造物 石造物 子午線天測台と「観測

臺記」 

 荷山町 1744（明

石高等学校内） 

昭和 3（1928）年 

有形文化財 建造物 構造物 朝霧橋欄干  大蔵八幡町 昭和 3（1928）年 

有形文化財 建造物 構造物 明石市下水道截頭卵形

渠 

 桜町・天文町周辺 大正 3（1914）年竣工 

有形文化財 建造物 構造物 山陽電鉄旧明石川橋脚  大明石町・西新町

／明石川 

 

有形文化財 建造物 構造物 たこ壷風の親柱 

（大観橋） 

 大観町  

有形文化財 建造物 構造物 県立明石公園  明石公園  

有形文化財 建造物 構造物 中崎遊園地  中崎  

有形文化財 建造物 構造物 築（月）山の石畳  港町 明治時代 

有形文化財 建造物 学校建築 旧兵庫県明石女子師範

学校附属国民学校 

（神戸大学附属小学

校） 

 山下町 3-4 昭和 12（1937）年竣工 

有形文化財 建造物 建築物 明石酒類醸造  大蔵八幡町 1-3 昭和 31（1956）年創業 

有形文化財 建造物 建築物 旧電電公社局舎  樽屋町 8 昭和時代 

有形文化財 建造物 建築物 礼拝堂（日本聖公会明

石聖マリヤ・マグダレ

ン教会） 

 太寺天王町 11 昭和時代 

有形文化財 建造物 建築物 割拝殿（妙見社）  上ノ丸 1-17-35  

有形文化財 建造物 建築物 竜山石の列柱擁壁 

（本松寺） 

 上ノ丸 1-17  

有形文化財 建造物 建築物 円乗寺山門  大蔵中町 7-9  

有形文化財 建造物 建築物 正徳寺本堂 正徳寺 大観町 12-5 江戸末期（文化・文政も

しくは天保年間） 

昭和 39（1964）年移築 

有形文化財 建造物 建築物 正徳寺山門 正徳寺 大観町 12-5 明治 16（1883）年 

有形文化財 建造物 建築物 天神社本殿 休天神 大蔵天神町 2-7  
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類型 分類 分類２ 名称 所有者・管理者 所在地 年代 

有形文化財 建造物 建築物 天神社拝殿 休天神 大蔵天神町 2-7  

有形文化財 建造物 建築物 柿本神社本殿 柿本神社 人丸町 1-26  

有形文化財 建造物 建築物 柿本神社幣殿 柿本神社 人丸町 1-26  

有形文化財 建造物 建築物 柿本神社拝殿 柿本神社 人丸町 1-26  

有形文化財 建造物 建築物 素盞嗚神社本堂 素盞嗚神社 太寺天王町 2840  

有形文化財 建造物 建築物 大蔵院山門 大蔵院 大蔵本町 10 江戸時代 

有形文化財 建造物 建築物 仏舎利塔 大蔵院 大蔵本町 10  

有形文化財 建造物 建築物 明石港  本町 元和 7（1621）年 

有形文化財 建造物 建築物 明石公園内休憩所 

（パーゴラ） 

 明石公園 1-27 昭和初期 

有形文化財 建造物 建築物 ほんまち三白館  本町  

有形文化財 建造物 建築物 魚の棚商店街  本町  

有形文化財 美術工芸品 絵画 涅槃図 大蔵院 大蔵本町 10 江戸時代 

有形文化財 美術工芸品 彫刻 柿本人麻呂像 月照寺 人丸町 1-29  

有形文化財 美術工芸品 彫刻 中部幾次郎銅像  明石公園  

有形文化財 美術工芸品 彫刻 浜光明寺の観世音 浜光明寺 鍛治屋町 5-20 延元元（1336）年 

有形文化財 美術工芸品 彫刻 天拝鬼子母神尊像 本立寺 日富美町 6-8  

有形文化財 美術工芸品 彫刻 二宮金次郎 

（明石小学校） 

 山下町 12-21 昭和時代 

有形文化財 美術工芸品 彫刻 日限地蔵 法音寺 日富美町 13-35 天正 5（1577）年 

有形文化財 美術工芸品 彫刻 観音菩薩 大蔵院 大蔵本町 10 平安時代 

有形文化財 美術工芸品 彫刻 千體体地蔵 大蔵院 大蔵本町 10 江戸時代 

有形文化財 美術工芸品 彫刻 聖観音像 宝林寺 材木町 14-5  

有形文化財 美術工芸品 工芸品 明石焼    

有形文化財 美術工芸品 工芸品 籠 大蔵院 大蔵本町 10 江戸時代 

有形文化財 美術工芸品 書跡・典

籍 

光源氏の歌の額 朝顔光明寺旧蔵 鍛治屋町 4  

有形文化財 美術工芸品 書跡・典

籍 

人丸大明神宮講式 月照寺 人丸町 1-29  

有形文化財 美術工芸品 書跡・典

籍 

肥前島原嶺良成百首和

歌 

月照寺 人丸町 1-29 延享 3（1746）年 

有形文化財 美術工芸品 書跡・典

籍 

明石浦人丸来由記 月照寺 人丸町 1-29  

有形文化財 美術工芸品 古文書 寺屋敷寄進状 大蔵院 大蔵本町 18 慶長（1596～1615）年間 

有形文化財 美術工芸品 古文書 寄進状 月照寺 人丸町 1-29  

有形文化財 美術工芸品 古文書 執達状 月照寺 人丸町 1-29 元和 7（1621）年 

有形文化財 美術工芸品 古文書 人丸大明神常灯料請取 月照寺 人丸町 1-29 寛文 2（1662）年 

有形文化財 美術工芸品 古文書 行在所略記 浜光明寺 鍛治屋町 5-20 明治 22（1889）年 

有形文化財 美術工芸品 考古資料 たこ壺型土器（谷八

木・住吉神社境内） 

明石文化博物館 上ノ丸 2-13-1 弥生時代 

有形文化財 美術工芸品 考古資料 須恵器（魚住中尾） 明石文化博物館 上ノ丸 2-13-1  

有形文化財 美術工芸品 考古資料 三階菱紋鬼板 明石公園事務所 明石公園  
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類型 分類 分類２ 名称 所有者・管理者 所在地 年代 

有形文化財 美術工芸品 考古資料 角杯形土器 明石文化博物館 上ノ丸 2-13-1  

有形文化財 美術工芸品 考古資料 土器・石製品 明石文化博物館 上ノ丸 2-13-1 古墳～平安時代 

有形文化財 美術工芸品 考古資料 祭祀品 明石文化博物館 上ノ丸 2-13-1 古墳～平安時代 

有形文化財 美術工芸品 考古資料 丸瓦 明石文化博物館 上ノ丸 2-13-1 奈良時代末～平安時代 

初期 

有形文化財 美術工芸品 考古資料 須恵器・硯・土師器・

飯蛸壺 

明石文化博物館 上ノ丸 2-13-1 奈良時代末～平安時代 

初期 

有形文化財 美術工芸品 考古資料 単弁八葉蓮華文軒丸瓦 

（太寺廃寺跡） 

明石文化博物館 上ノ丸 2-13-1 奈良時代 

有形文化財 美術工芸品 考古資料 単弁八葉蓮華文軒丸瓦 

（上ノ丸遺跡） 

明石文化博物館 上ノ丸 2-13-1 奈良時代 

有形文化財 美術工芸品 歴史資料 明石城平面図 明石市立文化博

物館 

上ノ丸 2-13-1  

有形文化財 美術工芸品 歴史資料 明石名勝旧跡案内図絵 明石市立文化博

物館 

上ノ丸 2-13-1 明治 36（1903）年 

有形文化財 美術工芸品 歴史資料 播磨国明石郡松陰新田

村地図、原図絵図面 

明石市立文化博物

館 

上ノ丸 2-13-1 明治時代 

有形文化財 美術工芸品 歴史資料 播磨国絵図 明石市立文化博物

館 

上ノ丸 2-13-1 慶長・正保・元禄・天保

（1596～1844）年間 

有形文化財 美術工芸品 歴史資料 明石藩領絵図 明石市立文化博物

館 

上ノ丸 2-13-1  

有形文化財 美術工芸品 歴史資料 播磨名所巡覧図会 明石市立文化博物

館 

上ノ丸 2-13-1 
 

有形文化財 美術工芸品 歴史資料 明石型生船  港町  

有形文化財 美術工芸品 歴史資料 播磨国明石城図   正保元(1644)年 

有形文化財 美術工芸品 歴史資料 活字原版 大蔵院 大蔵本町 10 江戸時代 

無形文化財 工芸技術 陶芸 明石焼・朝霧焼  上ノ丸 2-13-1 江戸時代～ 

民俗文化財 有形の民俗

文化財 

装置・器

具 

蛸壺 明石市総務部農水

産課 

中崎 1-5-1  

民俗文化財 有形の民俗

文化財 

装置・器

具 

蛸壺 明石浦漁業協同組

合 

岬町 33-1  

民俗文化財 有形の民俗

文化財 

装置・器

具 

穂蓼八幡神社の宮太鼓 八幡神社 大蔵八幡町 6-18  

民俗文化財 有形の民俗

文化財 

装置・器

具 

岩屋神社の宮太鼓 岩屋神社 材木町 8-10  

民俗文化財 有形の民俗

文化財 

装置・器

具 

新浜の龍太鼓（岬町西

部三丁目・伊弉冊神

社） 

伊弉冊神社 岬町 19-8  

民俗文化財 有形の民俗

文化財 

装置・器

具 

新浜の虎太鼓（岬町西

部・伊弉冊神社） 

伊弉冊神社 岬町 19-8  

民俗文化財 有形の民俗

文化財 

装置・器

具 

穂蓼八幡神社の布団太

鼓 

穂蓼八幡神社 大蔵八幡町 6-18 江戸末期～明治期 

民俗文化財 無形の民俗

文化財 

衣食住 明石焼（玉子焼）    

民俗文化財 無形の民俗

文化財 

風俗慣習 狩口  大蔵谷（狩口）  

民俗文化財 無形の民俗

文化財 

風俗慣習 大蔵谷  大蔵谷  

民俗文化財 無形の民俗

文化財 

風俗慣習 速鳥  大蔵谷（推定）  
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類型 分類 分類２ 名称 所有者・管理者 所在地 年代 

民俗文化財 無形の民俗

文化財 

風俗慣習 大蔵谷の八幡宮  大蔵八幡町 6-18  

民俗文化財 無形の民俗

文化財 

風俗慣習 弁慶の荷塚  太寺  

民俗文化財 無形の民俗

文化財 

風俗慣習 柿本人麿    

民俗文化財 無形の民俗

文化財 

風俗慣習 ぼたん狐 妙見宮（本松寺） 上ノ丸 1-17-18  

民俗文化財 無形の民俗

文化財 

風俗慣習 てつかみ屋敷  旧明石郡明石町  

民俗文化財 無形の民俗

文化財 

風俗慣習 善樂寺の閉めずの門 

（焼失） 

善楽寺 大観町 11  

民俗文化財 無形の民俗

文化財 

風俗慣習 海士男狭磯 無量光寺 大観町 10-11  

民俗文化財 無形の民俗

文化財 

風俗慣習 岩屋神社の獅子舞 岩屋神社 材木町 8-10  

民俗文化財 無形の民俗

文化財 

風俗慣習 和歌文化    

記念物 遺跡 遺跡 人丸塚旧跡  明石公園 仁和（885～889）年間 

記念物 遺跡 遺跡 上ノ丸遺跡  上ノ丸 弥生～古墳時代 

記念物 遺跡 遺跡 大蔵中町遺跡  大蔵中町 奈良～江戸時代 

記念物 遺跡 遺跡 東野町遺跡  東野町 飛鳥～奈良時代 

記念物 遺跡 遺跡 お茶の水遺跡  明石公園 天和～元禄（1681～ 

1704）年間 

記念物 遺跡 貝塚 上の丸貝塚  上ノ丸 弥生～古墳時代 

記念物 遺跡 貝塚 上の丸西貝塚  上ノ丸 弥生～古墳時代 

記念物 遺跡 窯跡 北條窯跡  樽屋町  

記念物 遺跡 窯跡 上ノ丸窯跡  上ノ丸 幕末～明治時代 

記念物 遺跡 窯跡 千尋窯  大蔵町 大正～昭和時代 

記念物 遺跡 窯跡 荒尾窯跡  大蔵八幡町  

記念物 遺跡 古墳 あさぎり寮古墳  明石公園 古墳時代後期 

記念物 遺跡 伝説地 蔦の細道  大観町 

（無量光寺前） 

江戸時代 

記念物 遺跡 墓所 津田柳雪夫妻の墓・碑

文 

浜光明寺 鍛治屋町 5-20 明治 8（1875）年 

記念物 遺跡 屋敷跡 明石城武家屋敷跡  鷹匠町・大明石

町・東仲ノ町・山

下町・上ノ丸 

江戸時代 

記念物 遺跡  明石入道の館跡  大観町 11  

記念物 遺跡  小辻の地蔵堂跡  東人丸町 5  

記念物 名勝地  宮本武蔵の庭  上ノ丸 1-17-18他  

記念物 名勝地  光源氏月見の池 朝顔光明寺 鍛治屋町 4－6  

記念物 名勝地  光源氏月見の松 岩屋神社 材木町 8-10  
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類型 分類 分類２ 名称 所有者・管理者 所在地 年代 

記念物 名勝地  柿本人麻呂に謳われた

明石海峡の風景 

   

記念物 動物、植物、

地質鉱物 

樹木 八つ房の梅 月照寺 人丸町 1-29  

記念物 動物、植物、

地質鉱物 

 盲杖桜  明石公園  

文化的景観   大蔵谷宿場筋跡  大蔵八幡町  

文化的景観   明石港付近の町並み 

（家屋等） 

 港町  

文化的景観   上ノ丸地区の住宅地  上ノ丸  

文化的景観   太寺地区の住宅地  太寺  
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参考資料３ 地区別歴史文化遺産分布図 
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