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地域産業資源活用事業の促進に関する地域産業資源の内容の指定 

                  

                                  平成 30年 11月１日  

兵   庫   県  

 

 本県において、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の推進に関する法律（平成 19 年

法律第 39 号）」第４条第１項に基づき、地域産業資源を特定するとともに、地域産業資源活用事業と

して、中小企業者が商品の生産又は役務の提供を行うことが想定される地域を併せて設定し、以下のと

おりその内容を定める。 

   

（１）農林水産物  

名  称 地域産業資源に係る地域 

小豆 姫路市、神河町、市川町、福崎町 

一寸そらまめ 篠山市、丹波市 

黒大豆 

神戸市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、小野市、

加西市、加東市、多可町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、

上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

五百万石 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

白小豆 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町 

そば 

神戸市、西宮市、芦屋市、三田市、猪名川町、加古川市、小野市、相生

市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、 豊岡市、養

父市、朝来市、香美町、新温泉町 

大豆 
加古川市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、たつの

市、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

丹波黒大豆 篠山市、丹波市 

丹波黒大豆枝豆 篠山市、丹波市 

丹波大納言小豆 篠山市、丹波市 

美方大納言小豆 香美町、新温泉町 

兵庫北錦 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

兵庫夢錦 
姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、

太子町、上郡町、佐用町 

フクノハナ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

鮎原米 洲本市 

あきたこまち 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 

兵庫米 県全域 

ハナエチゼン 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

蛇紋岩米 養父市 

ふくほのか 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、たつの市 

シロガネコムギ 加古川市、たつの市 

デュラム小麦 加古川市、淡路市 

ゆめちから 加古川市、たつの市 

紅花 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

実えんどう 篠山市、丹波市、豊岡市 

武庫一寸そら豆 尼崎市、西宮市、芦屋市 

紫黒米 
加西市、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、

佐用町 

もち大豆(夢さよ

う) 
相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町 

もち麦 姫路市、神河町、市川町、福崎町 

山田錦 
神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、三田市、猪名川町、西脇市、三木市、

小野市、加西市、加東市、多可町、稲美町 

ヤマフクモチ 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町 

ヘアリーベッチ米 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 

夢そば 姫路市、神河町、市川町、福崎町 

六条大麦 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 

アスパラガス 三田市、小野市、加西市、姫路市、神河町、市川町、福崎町 

尼 藷 （ さ つ ま い

も） 
尼崎市、西宮市、芦屋市 

岩津ねぎ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

 

うど 

 

西宮市、芦屋市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、稲美

町、播磨町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

うり 
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、相生市、たつの市、赤穂

市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町 

エノキ 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 

エリンギ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

オランダトマト 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、三田市 

きくな 
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪

名川町 

キャベツ 

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪

名川町、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、小野市、姫路市、

神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、

上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、洲本市、

南あわじ市、淡路市 

きゅうり 神戸市、三田市、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

こうべ旬菜 神戸市 

極ぶとくん 三田市 

日本のへそゴマ 西脇市 

こまつな 
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪

名川町、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、豊岡市 

さといも 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 

山椒 
姫路市、神河町、市川町、福崎町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新

温泉町 

有馬山椒 神戸市 

西はりま山椒 たつの市、太子町 

さんだくり南瓜 三田市 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

しいたけ 

西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、 西脇市、三木

市、小野市、加西市、加東市、多可町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟

市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉

町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市 

ししとう 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 

自然薯 
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町、神河町、

宍粟市、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

しゅんぎく 神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、豊岡市 

しょうが 豊岡市、香美町 

しろな 神戸市 

スイートコーン 
神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、加西市、相生市、

たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、篠山市、丹波市 

すいか 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

だいこん 
神戸市、加西市、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、

佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

たけのこ 姫路市、神河町、市川町、福崎町、太子町 

たまねぎ 
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、洲本市、南あわじ

市、淡路市 

丹波山の芋 篠山市、丹波市 

チンゲンサイ 

神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、相生市、たつの

市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、洲本市、南あわ

じ市、淡路市 

トマト 

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪

名川町、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、

小野市、加西市、加東市、多可町、姫路市、神河町、市川町、福崎町、相

生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養

父市、朝来市、香美町、新温泉町、洲本市、南あわじ市、淡路市 

なす 

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪

名川町、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、篠山市、丹

波市 

ナメコ 
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、豊岡市、養父市、朝

来市、香美町、新温泉町 

ニラ 神戸市 

にんじん 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町 

にんにく 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、丹波市 

ねぎ 

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪

名川町、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、豊岡市、養父市、

朝来市、香美町、新温泉町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路

市 

たからづか西谷太

ねぎ 
宝塚市 

根日女みどり 加西市 

はくさい 姫路市、神河町、市川町、福崎町、加西市、洲本市、南あわじ市、淡路市 

ピーマン 

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、

西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、豊岡市、養父市、朝

来市、香美町、新温泉町 

ジャンボピーマン 佐用町 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

ふき 洲本市、南あわじ市、淡路市 

ブナシメジ 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 

ブロッコリー 神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、豊岡市 

ぺっちんうり 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 

ほうれんそう 

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪

名川町、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、相生市、たつの

市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来

市、香美町、新温泉町 

ホワイトコーン 洲本市 

マッシュルーム 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 

マツタケ 篠山市、丹波市 

みずな 
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪

名川町、豊岡市 

ミニトマト 神戸市 

モロヘイヤ 神戸市、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町 

やまのいも 
尼崎市、西宮市、芦屋市、川西市、三田市、猪名川町、 西脇市、三木

市、小野市、加西市、加東市、多可町 

レタス 
神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、

小野市、加西市、加東市、多可町、豊岡市、洲本市、南あわじ市、淡路市 

れんこん 
姫路市、神河町、市川町、福崎町、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、

上郡町、佐用町 

サツマイモ 市川町 

キャッサバ芋 相生市 

黒ごま 丹波市 

わさび 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

茶 

西宮市、芦屋市、三田市、猪名川町、西脇市、三木市、小野市、加西市、

加東市、多可町、姫路市、神河町、市川町、福崎町、たつの市、赤穂市、

宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新

温泉町、篠山市、丹波市 

赤穂みかん 赤穂市 

網干メロン 姫路市、神河町、市川町、福崎町 

いちご 

神戸市、宝塚市、三田市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、

西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、豊岡市、養父市、朝

来市、香美町、新温泉町、洲本市、南あわじ市、淡路市 

いちじく 

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪

名川町、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、

小野市、加西市、加東市、多可町、姫路市、神河町、市川町、福崎町、相

生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、洲本市、南

あわじ市、淡路市 

うめ 

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町、明石市、

加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子

町、上郡町、佐用町、香美町 

うんしゅうみかん 洲本市、南あわじ市、淡路市 

柿 
神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、豊岡市、養父市、

朝来市、香美町、新温泉町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

くり 

西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、 西脇市、三木

市、小野市、加西市、加東市、多可町、姫路市、神河町、市川町、福崎

町、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、篠山市、丹波

市、洲本市、南あわじ市、淡路市 

桑 宝塚市 

さくらんぼ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、篠山市、丹波市 

すもも 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 

丹波栗 篠山市、丹波市 

不知火（デコポン） 洲本市、南あわじ市、淡路市 

なし 神戸市、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

ナルトみかん 洲本市、南あわじ市、淡路市 

ネクタリン 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

パッションフルー

ツ 
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 

びわ 洲本市、南あわじ市、淡路市 

深志野メロン 姫路市 

ぶどう 

神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、

小野市、加西市、加東市、多可町、姫路市、神河町、市川町、福崎町、相

生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養

父市、朝来市、香美町、新温泉町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ

市、淡路市 

ブルーベリー 

三田市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、神河町、相

生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養

父市、朝来市、香美町、新温泉町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ

市、淡路市 

メロン 

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、小野市、

加西市、加東市、多可町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、

上郡町、佐用町 

もも 

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪

名川町、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、姫路市、神

河町、市川町、福崎町、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐

用町、篠山市、丹波市 

ゆず 
姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、

太子町、上郡町、佐用町 

りんご 
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、姫路市、神河町、市

川町、福崎町、宍粟市、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

レモン 洲本市 

ヤマモモ 福崎町 

花壇苗 神戸市、加西市、加東市、西脇市、多可町、三木市、小野市 

秋菊 洲本市、南あわじ市、淡路市 

押部菊 神戸市 

おもと 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

カーネーション 
神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、洲本市、南あわじ

市、淡路市 

カトレア 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

キク 
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、姫路市、神河町、市

川町、福崎町、篠山市、丹波市 

キンセンカ 洲本市、南あわじ市、淡路市 

シクラメン 
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

シンテッポウユリ 神戸市 

スイートピー 洲本市、南あわじ市、淡路市 

ストック 神戸市、洲本市、南あわじ市、淡路市 

ダリア 尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市、猪名川町 

チューリップ 神戸市、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

電照菊 洲本市、南あわじ市、淡路市 

トルコギキョウ 神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 

南京桃 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、三田市、猪名川町 

二輪菊 神戸市 

バラ 
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、三田市、猪名川町、明石市、加古川

市、高砂市、稲美町、播磨町、洲本市、南あわじ市、淡路市 

ヒマワリ たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、洲本市 

菜の花 洲本市、淡路市 

ツノナス 福崎町 

綿花 加古川市 

植木 宝塚市 

ウバメガシ 洲本市、南あわじ市、淡路市 

スギ 
多可町、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、

佐用町 

竹 洲本市、淡路市、南あわじ市 

ヒノキ 多可町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町 

丹波若松 篠山市、丹波市 

ミツマタ 佐用町 

薬 用 植 物 （ ト ウ

キ、セネガ） 
丹波市 

はちみつ 宝塚市 

淡路ビーフ 洲本市、南あわじ市、淡路市 

加古川和牛 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 

黒田庄和牛 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 

神戸ビーフ（神戸

牛、神戸肉） 
県全域 

三田牛（三田肉） 西宮市、芦屋市、三田市、三木市 

シカ肉 猪名川町、多可町、姫路市、宍粟市、佐用町、篠山市、丹波市 

猪肉 猪名川町、宍粟市、篠山市、丹波市 

但馬牛 県全域 

丹波ささやま牛 篠山市 

湯村温泉但馬ビー

フ 
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

いのぶた 南あわじ市 

豚 養父市 

播州百日どり 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 

但馬どり 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

但馬のすこやかど

り 
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

但馬の味どり 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

但馬の里どり 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

但馬鶏 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

播州地どり 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 

丹波地どり 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、篠山市、丹波市 

松風地どり 西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、三田市、猪名川町 

但馬地どり 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

かに美鶏 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

ブロイラー 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

佐用ひまわり地鶏 佐用町 

アジ 

神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、姫路市、神河町、

市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、豊岡市、養父市、朝来市、

香美町、新温泉町、洲本市、南あわじ市、淡路市 

アナゴ 

神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、姫路市、神河町、

市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、洲本市、南あわじ市、淡路

市 

アマゴ 
三田市、宍粟市、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、篠山市、

丹波市、 

アユ 

西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、たつの市、赤穂市、

宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新

温泉町 

イカナゴ 
神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、姫路市、神河町、

市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、洲本市、南あわじ市、淡路市 

イワガキ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

ウチムラサキ貝 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 

ウニ 洲本市、南あわじ市、淡路市 

エビ 

神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、姫路市、神河町、

市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、豊岡市、養父市、朝来市、

香美町、新温泉町、洲本市、南あわじ市、淡路市 

浜坂地えび 新温泉町 

ガザミ 姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市 

カレイ 

神戸市、姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、洲本市、南あわじ市、淡路

市 

ヒラメ 
神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、姫路市、神河町、

市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、洲本市、南あわじ市、淡路市  

ケンサキイカ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

サザエ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

サバ 
神戸市、姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、

洲本市、南あわじ市、淡路市 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

サワラ 神戸市、姫路市、洲本市、南あわじ市、淡路市 

白鷺鱧 姫路市 

しらす 

神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、姫路市、神河町、

市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、洲本市、南あわじ市、淡路

市 

スッポン 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

スルメイカ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

ズワイガニ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

ソデイカ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

タチウオ 
神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、洲本市、南あわじ

市、淡路市 

チョウザメ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

ナマコ 洲本市、南あわじ市、淡路市 

ニギス 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

錦鯉 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

ニジマス 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

海苔 

神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、姫路市、神河町、

市川町、福崎町、たつの市、赤穂市、香美町、洲本市、南あわじ市、淡路

市 

須磨海苔 神戸市 

ハタハタ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

華姫サワラ 姫路市 

ハマチ 
神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、豊岡市、養父市、

朝来市、香美町、新温泉町、洲本市、南あわじ市、淡路市 

ハモ 
姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、洲本市、

南あわじ市、淡路市 

ふぐ 洲本市、南あわじ市、淡路市 

ベニズワイガニ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

ホタルイカ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

マガキ 姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市 

マダイ 
神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、洲本市、南あわじ

市、淡路市 

スズキ 

神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、姫路市、神河町、

市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、洲本市、南あわじ市、淡路

市 

セイゴ 

神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、姫路市、神河町、

市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、洲本市、南あわじ市、淡路

市 

マダコ 

神戸市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、姫路市、神河町、

市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、洲本市、南あわじ市、淡路

市 

もくずがに 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

ヤマメ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 

わかめ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、洲本市、南あわじ市、淡路市 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

ぼうぜ鯖 姫路市 

ぼうぜがに 姫路市 

サメ 洲本市 

エイ 洲本市 

 

（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術 

名   称 地域産業資源に係る地域 

アパレル 神戸市 

ケミカルシューズ 神戸市 

神戸洋家具 神戸市 

神戸靴 神戸市 

神戸洋服 神戸市 

コーヒー 神戸市 

ゴム製品 神戸市 

真珠加工製品 神戸市 

清酒 

神戸市、西宮市、伊丹市、三田市、猪名川町、明石

市、加古川市、三木市、加西市、加東市、高砂市、

稲美町、姫路市、たつの市、赤穂市、宍粟市、豊岡

市、養父市、朝来市、香美町、篠山市、丹波市、洲

本市、南あわじ市、淡路市 

ボルト・ナット 神戸市、姫路市 

洋菓子・パン 神戸市、尼崎市、芦屋市、西宮市、宝塚市、三田市 

そばめし 神戸市 

ぼっかけ 神戸市 

乳製品 神戸市 

神戸ワイン 神戸市 

北神みそ 神戸市 

クリスマス用品 神戸市 

医療機器 神戸市 

金属加工製品 神戸市、尼崎市 

瓦せんべい 神戸市 

菰樽 尼崎市 

名塩の和紙 西宮市 

和ろうそく 西宮市 

バジル加工製品 宝塚市 

いちじく加工製品 川西市 

母子茶 三田市 

寒天 猪名川町 

玉子焼(明石焼) 明石市 

靴下 加古川市 

国包建具 加古川市 

かつめし 加古川市 

加古川ギュッとメシ 加古川市 

宝殿石（竜山石） 高砂市 

故繊維加工製品 高砂市 
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名   称 地域産業資源に係る地域 

にくてん 高砂市 

松右衛門帆布 高砂市 

釣針 三木市、小野市、西脇市、加東市、丹波市 

播州織 西脇市、多可町、加西市、加東市、丹波市 

播州毛鉤 西脇市、丹波市 

巻き寿司 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 

西脇ローストビーフ 西脇市 

三木金物 三木市 

美吉籠 三木市 

播州そろばん 小野市 

家庭刃物 小野市 

鎌 小野市 

木工芸品 小野市 

杉原紙 多可町 

凍りこんにゃくスポンジ 多可町 

乾麺 姫路市、たつの市 

鎖 姫路市 

ゴルフ用具 姫路市、市川町 

作業手袋 姫路市 

にかわ・ゼラチン 姫路市 

皮革 姫路市、たつの市、丹波市 

姫路いぶし瓦 姫路市 

姫路の菓子 姫路市 

マッチ 神戸市、加古川市、姫路市、太子町、淡路市 

もちむぎ麺 福崎町 

姫路おでん 姫路市 

かしわめし 市川町 

工業用革手袋 たつの市 

醤油 たつの市 

手延素麺 姫路市、たつの市、宍粟市、太子町 

赤穂緞通 赤穂市 

赤穂雲火焼 赤穂市 

塩 赤穂市 

塩味まんじゅう 赤穂市 

太子みそ 太子町 

円心モロどん 上郡町 

こんにゃく 神戸市、佐用町 

豊岡鞄 豊岡市 

豊岡杞柳細工 豊岡市 

出石焼 豊岡市 

城崎麦わら細工 豊岡市 

但馬ちりめん 豊岡市 

環境関連製品 豊岡市 

出石の皿そば 豊岡市 

どぶろく 養父市 

へしこ 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 



 

 11

名   称 地域産業資源に係る地域 

生野ハヤシライス 朝来市 

ばね 朝来市 

かつらの千年水 香美町 

水産練製品 香美町 

愛しテールラーメン 新温泉町 

焼きちくわ 新温泉町 

丹波立杭焼 篠山市 

釣具 篠山市、丹波市 

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂紐 丹波市 

家具・装備品 篠山市、丹波市 

真珠核 洲本市 

淡路島の生サワラ丼 洲本市 

菜種油 洲本市 

ひまわり油 洲本市 

淡路瓦 洲本市、南あわじ市、淡路市 

淡路島ぬーどる 洲本市、南あわじ市、淡路市 

線香 南あわじ市、淡路市 

淡路手延素麺 南あわじ市 

タイル 南あわじ市 

淡路島バーガー 南あわじ市 

生しらす丼 淡路市 

べら寿司 淡路市 

牛乳 
神戸市、宝塚市、篠山市、丹波市、洲本市、南あわ

じ市、淡路市 

 

 

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源  

名   称 地域産業資源に係る地域 

北野異人館街・北野町山本通伝統的建造物 神戸市 

旧居留地 神戸市 

神戸南京町 神戸市 

布引ハーブ園 神戸市 

兵庫県立美術館「芸術の館」 神戸市 

兵庫県立人と防災未来センター 神戸市 

神戸港 神戸市 

灘の酒蔵 神戸市、西宮市 

六甲山・摩耶山 神戸市 

須磨・舞子 神戸市 

明石海峡大橋 神戸市、明石市、淡路市 

神戸の夜景 神戸市 

長田神社 神戸市 

生田神社 神戸市 

湊川神社 神戸市 

有馬温泉 神戸市 

神戸ワイナリー(農業公園) 神戸市 

箱木千年家 神戸市 
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名   称 地域産業資源に係る地域 

神戸まつり 神戸市 

神戸ルミナリエ 神戸市 

車大歳神社翁舞 神戸市 

神戸花物語 神戸市 

北野工房のまち 神戸市 

神戸ファッション美術館 神戸市 

神戸ファッションウィーク 神戸市 

東播用水 
神戸市、三田市、明石市、加古川市、稲美町、

三木市、篠山市 

淡山疏水 神戸市、明石市、稲美町、三木市 

神戸市漁業協同組合直売所 神戸市 

シーフードマルシェ 神戸市 

道の駅「神戸フルーツフラワーパーク大沢」 神戸市 

農協市場館農野花 神戸市 

大沢ファーマーズマーケット 神戸市 

しあわせの村 神戸市 

栄いちご直売所 神戸市 

ハートショップおしべ 神戸市 

マルシェ六甲 神戸市 

ピカリショップ 神戸市 

さわやかショップ 神戸市 

道の駅淡河 神戸市 

KOBE鉄人 PROJECT 神戸市 

北前船寄港地と構成文化財 神戸市、高砂市、赤穂市、新温泉町、洲本市 

寺町界隈の街並み 尼崎市 

近松の里（近松公園、近松記念館） 尼崎市 

富松城址・富松神社 尼崎市 

田能遺跡・田能資料館 尼崎市 

尼崎港・尼崎閘門（尼ロック） 尼崎市 

兵庫県立尼崎の森中央緑地 尼崎市 

西武庫公園 尼崎市 

菰樽の製作所 尼崎市 

兵庫県立甲山森林公園 西宮市 

西宮神社 西宮市 

甲子園の施設群 西宮市 

武田尾温泉 西宮市、宝塚市 

蓬莱峡 西宮市 

兵庫県立芸術文化センター 西宮市 

西宮浜 西宮市 

西宮市大谷記念美術館 西宮市 

門戸厄神 西宮市 

彩菜やまぐち 西宮市 

芦屋市谷崎潤一郎記念館 芦屋市 

旧山邑邸（ヨドコウ迎賓館） 芦屋市 

ラーメン街道 芦屋市 

会下山遺跡 芦屋市 

富田砕花旧居 芦屋市 
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名   称 地域産業資源に係る地域 

伊丹郷町 伊丹市 

荒牧バラ公園 伊丹市 

伊丹スカイパーク 伊丹市 

昆陽池公園 伊丹市 

伊丹市昆虫館 伊丹市 

伊丹酒蔵通り 伊丹市 

農産物直売所｢スマイル阪神｣ 伊丹市 

兵庫県立西猪名公園 伊丹市、川西市 

有岡城跡（有岡城跡史跡公園） 伊丹市 

日米友好の桜の「里帰り桜」 伊丹市 

なぎなた 伊丹市 

御願塚古墳 伊丹市 

たからづか花のみち 宝塚市 

宝塚温泉 宝塚市 

宝塚市立手塚治虫記念館 宝塚市 

清荒神清澄寺とその参道 宝塚市 

大本山中山寺 宝塚市 

宝塚朝市 宝塚市 

宝塚市立宝塚文化創造館 宝塚市 

宝塚市立宝塚園芸振興センター｢あいあいパーク｣ 宝塚市 

西谷夢市場 宝塚市 

長谷牡丹園 宝塚市 

宝塚ダリア園 宝塚市 

川西市郷土館 川西市 

川西市文化財資料館 川西市 

多田神社 川西市 

満願寺 川西市 

四季の郷 川西市 

黒川の里山（日本一の里山） 川西市 

農家のおにぎり屋 川西市 

永沢寺花しょうぶ園 三田市 

兵庫県立人と自然の博物館 三田市 

三田市立淡路風車の丘 三田市 

ほんまち旬の市 三田市 

茶香房「きらめき」 三田市 

三田もち処・つくしの里 三田市 

農協市場館パスカルさんだ 三田市 

清涼山心月院 三田市 

花山院（東光山菩提寺） 三田市 

永沢寺そば道場 三田市 

小柿渓谷放流釣り場 三田市 

花のじゅうたん 三田市 

三田市旧九鬼家住宅資料館 三田市 

三田市三輪明神窯史跡園 三田市 

奥猪名健康の郷 猪名川町 

多田銀銅山遺跡 猪名川町 

道の駅いながわ 猪名川町 
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名   称 地域産業資源に係る地域 

大野アルプスランド 猪名川町 

大野山の星空 猪名川町 

東経 135度子午線 

神戸市、明石市、西脇市、加東市、小野市、三

木市、豊岡市、篠山市、丹波市、南あわじ市、

洲本市、淡路市 

明石市立天文科学館 明石市 

明石城 明石市 

兵庫県立明石公園 明石市 

柿本神社 明石市 

魚の棚商店街 明石市 

大蔵海岸 明石市 

ふぁ～みん SHOP魚住 明石市 

米工房魚住 明石市 

ふぁ～みん SHOP二見 明石市 

フレッシュ・モア 明石市 

鶴林寺 加古川市 

日岡神社 加古川市 

長楽寺 加古川市 
常楽寺 加古川市 

平荘湖 加古川市 

高御位山 加古川市、高砂市 

ファーマーズ野口 加古川市 

ふぁ～みん SHOP八幡 加古川市 

ふぁ～みん SHOPかんき 加古川市 

ファーマーズ尾上 加古川市 

みとろフルーツパーク 加古川市 

みとろ果樹園 加古川市 

加古川温泉みとろ荘 加古川市 

みとろ苑 加古川市 

日岡山公園 加古川市 

ファーマーズ平岡 加古川市 

高砂神社 高砂市 

生石神社 高砂市 

鹿嶋神社 高砂市 

向島公園、高砂海浜公園 高砂市 

ふぁ～みん SHOP高砂 高砂市 

あらい浜風公園 高砂市 

たかさご万灯祭 高砂市 

花井家住宅主屋 高砂市 

十輪寺 高砂市 

高砂通運(株)旧本社屋 高砂市 

竜山石石切り場 高砂市 

高砂町の町並み 高砂市 

工楽松右衛門旧宅 高砂市 

播州葡萄園遺跡 稲美町 

いなみ野ため池 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 

ふぁ～みん SHOPいなみ 稲美町 
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名   称 地域産業資源に係る地域 

いなみ朝市 稲美町 

にじいろふぁ～みん 稲美町 

大中遺跡 播磨町 

ふぁ～みん SHOP播磨 播磨町 

西林寺 西脇市 

旧来住家住宅 西脇市 

西脇市日本のへそ日時計の丘公園 西脇市 

日本へそ公園 西脇市 

ＪＡみのり特産開発センター 西脇市 

道の駅北はりまエコミュージアム 西脇市 

播州織工房館 西脇市 

荘厳寺 西脇市 

コヤノ美術館西脇館 西脇市 

北はりま旬菜館 西脇市 

山田錦の郷 三木市 

兵庫県立三木山森林公園 三木市 

三木ホースランドパーク 三木市 

三木金物まつり 三木市 

御坂サイホン橋 三木市 

道の駅みき 三木市 

三木市立金物資料館 三木市 

三木城跡及び付城跡・土塁 三木市 

旧玉置家住宅 三木市 

別所ゆめ街道 三木市 

子午線塔時計台 三木市 

国宝浄土寺 小野市 

鴨池県立自然公園 小野市 

白雲谷温泉「ゆぴか」 小野市 

ひまわりの丘公園 小野市 

東条川疏水 小野市、加東市 

サンパティオおの 小野市 

小野アルプス 小野市 

こだまの森 小野市 

西脇若一神社獅子舞 小野市 

羅漢寺・五百羅漢 加西市 

いこいの村はりま 加西市 

法華山一乗寺 加西市 

兵庫県立フラワーセンター 加西市 

古法華自然公園 加西市 

田遊び・鬼会 加西市 

丸山総合公園 加西市 

かさい愛菜館 加西市 

清水寺 加東市 

兵庫県立播磨中央公園 加東市 

兵庫県立やしろの森公園 加東市 

東条湖 加東市 
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名   称 地域産業資源に係る地域 

闘竜灘 加東市 

上鴨川住吉神社神事舞 加東市 

やしろ鴨川の郷 加東市 

道の駅とうじょう 加東市 

滝野温泉ぽかぽ 加東市 

岩座神の棚田 多可町 

杉原紙研究所・和紙博物館 多可町 

エアレーベン八千代 多可町 

多可町北播磨余暇村公園 多可町 

兵庫県立なか・やちよの森公園 多可町 

マイスター工房八千代 多可町 

そらまめ農場 多可町 

加美町ハーモニーパーク 多可町 

道の駅杉原紙の里・多可 多可町 

まちの駅・たか  

道の駅山田錦発祥のまち・たか 
多可町 

姫路城・好古園 姫路市 

書写山・圓教寺 姫路市 

鹿ヶ壺 姫路市 

日本玩具博物館 姫路市 

家島諸島 姫路市 

塩田温泉 姫路市 

兵庫県立ゆめさきの森公園 姫路市 

灘のけんか祭り 姫路市 

ＪＡ女性会アグリライフグループ青空市 姫路市 

夢さき夢のさと 夢やかた 姫路市 

野良の学び舎 姫路市 

農産物直売所やまざと 姫路市 

はやしだ交流センターゆたりん 姫路市 

姫路セントラルパーク 姫路市 

大河内高原 神河町 

かんざき白林陶芸館 神河町 

ヨーデルの森 神河町 

新田ふるさと村 神河町 

かんざき大黒茶屋 神河町 

グリーンエコー笠形農産物直売所 神河町 

おおかわち水車公園 こっとん亭 神河町 

銀の馬車道 姫路市、神河町、市川町、福崎町、朝来市 

リフレッシュパーク市川 市川町 

笠形山 市川町、神河町、多可町 

柳田國男・松岡家記念館 福崎町 

神崎郡歴史民俗資料館 福崎町 

大庄屋三木家住宅 福崎町 

旧小國家住宅 福崎町 

もちむぎのやかた 福崎町 

辻川山公園の河童 福崎町 

相生ぺーロン祭 相生市 
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名   称 地域産業資源に係る地域 

ど根性大根「大ちゃん」 相生市 

「コスモスの里」農産物直売所 相生市 

道の駅あいおい白龍城 相生市 

羅漢の里 相生市 

ふるさと交流館 相生市 

龍野城下町町並み・うすくち龍野醤油資料館 たつの市 

室津町並み（室津民俗館・室津海駅館） たつの市 

新舞子浜 たつの市 

新宮宮内遺跡 たつの市 

播磨科学公園都市・Spring-８ たつの市、上郡町、佐用町 

綾部山梅林・世界の梅公園 たつの市 

永富家 たつの市 

素麺の生産関連施設 たつの市 

梛八幡神社獅子舞 たつの市 

揖龍レンタルハウス部会農産物直売所 たつの市 

しんぐうふれあい市場 たつの市 

道の駅しんぐう たつの市 

霞城館・矢野勘治記念館 たつの市 

聚遠亭 たつの市 

道の駅みつ たつの市 

醤油の郷 大正ロマン館 たつの市 

赤穂温泉 赤穂市 

赤穂大石神社・赤穂城跡 赤穂市 

兵庫県立赤穂海浜公園 赤穂市 

坂越の街並み 赤穂市 

ＪＡ兵庫西赤穂野菜市 赤穂市 

海の駅 しおさい市場 赤穂市 

兵庫県立国見の森公園 宍粟市 

ちくさ高原 宍粟市 

伊沢の里 宍粟市 

しそうふれあい市場・旬彩蔵 宍粟市 

ＪＡハリマ 米工房 宍粟市 

ふくち自然村山の駅 宍粟市 

メイプル青空市 宍粟市 

原観光りんご園 宍粟市 

道の駅はが 宍粟市  

道の駅ちくさ 宍粟市  

道の駅みなみ波賀 宍粟市 

道の駅播磨いちのみや 宍粟市 

大歳神社の千年藤 宍粟市  

たたらの里 宍粟市 

原不動滝 宍粟市 

斑鳩寺 太子町 

山陽道野磨駅家跡 上郡町 

万勝院 上郡町 

白旗城跡 上郡町 

金出地ふれあい直売所 上郡町 



 

 18 

名   称 地域産業資源に係る地域 

いきいき交流ふるさと館（大鳥圭介生誕地） 上郡町 

県立西はりま天文台公園 佐用町 

宿場町平福の街並み 佐用町 

乙大木谷の棚田 佐用町 

「平福市」因幡街道平成福の市 佐用町 

こうづきふれあい特産物直売所 佐用町 

ひまわり館 佐用町 

千種川クリーン野菜の会直売所 佐用町 

味わいの里「三日月」 佐用町 

道の駅宿場町ひらふく 佐用町 

飛龍の滝 佐用町 

コウノトリの生息地 豊岡市 

神鍋高原 豊岡市 

竹野浜 豊岡市 

城崎温泉 豊岡市 

出石の街並み 豊岡市 

中嶋神社 豊岡市 

玄武洞公園 豊岡市 

津居山フィッシャーマンズビレッジ 豊岡市 

新川野外市場 通称青空市場 豊岡市 

松下農園直売所 豊岡市 

北前館特産品コーナー 豊岡市 

竹野有機農産物直売所 豊岡市 

いずし観光センター 豊岡市 

出石「びっ蔵」 豊岡市 

シルク温泉ふれあい館直売所 豊岡市 

百笑館 豊岡市 

道の駅神鍋高原 豊岡市  

コウノトリの郷直売所 豊岡市 

加陽の朝市 豊岡市 

小坂生きがい教室 豊岡市 

旬の里のぼりお 豊岡市 

おおや農村公園・あゆ公園 養父市 

ほたるの里 養父市 

東鉢伏高原 養父市 

明延鉱山 養父市 

養父神社（お走り祭り） 養父市 

妙見山（名草神社、三重塔） 養父市 

八木城跡 養父市 

石ヶ堂古代村 養父市 

県立但馬長寿の郷 養父市 

樽見の大桜 養父市 

別宮の大カツラ 養父市 

氷ノ山・ハチ高原 養父市 

若杉高原 養父市 

天滝公園 養父市 

ヒダリマキガヤ 養父市 
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名   称 地域産業資源に係る地域 

養父市立全天候運動場 養父市 

鉱石の道 養父市、朝来市 

フルーツの里やぶ 養父市 

道の駅やぶ 養父市 

道の駅但馬楽座 養父市 

道の駅ようか但馬蔵 養父市 

養父市関宮農村交流ターミナル 養父市 

加保坂のミズバショウ（ミズバショウ公園） 養父市 

とがやま温泉天女の湯 養父市 

おおやアート村「BIG LABO」 養父市 

生野銀山 朝来市 

ヒメハナ公園 朝来市 

さのう高原 朝来市 

神子畑鉱山、神子畑鋳鉄橋 朝来市 

竹田城跡 朝来市 

奥多々良木発電所 朝来市 

青倉神社 朝来市 

都市・農村交流施設「山城の郷」 朝来市 

源菜倶楽部 朝来市 

田園ふれあい市 朝来市 

楽音寺ヒメハナ朝市 朝来市 

黒川温泉漁ヶ滝荘 朝来市 

道の駅あさご 朝来市  

道の駅フレッシュあさご 朝来市 

道の駅但馬のまほろば 朝来市 

あさご芸術の森美術館 朝来市 

オオサンショウウオの生息地 朝来市 

甲社宅・志村喬記念館 朝来市 

茶すり山古墳 朝来市 

ハチ北高原 香美町 

余部橋梁 香美町 

大乗寺 香美町 

猿尾滝 香美町 

全国しゃくなげ公園 香美町 

但馬高原植物園、瀞川平 香美町 

木の殿堂 香美町 

うへ山の棚田 香美町 

西ヶ岡の棚田 香美町 

遊魚館 香美町 

道の駅村岡ファームガーデン 香美町 

道の駅ハチ北 香美町 

道の駅あゆの里矢田川 香美町 

かすみ朝市センター 香美町 

おじろ高原 香美町 

道の駅あまるべ 香美町 

余部鉄橋「空の駅」 香美町 

以命亭 新温泉町 
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名   称 地域産業資源に係る地域 

湯村温泉・夢千代像 新温泉町 

但馬牧場公園 新温泉町 

但馬久谷の菖蒲綱引き 新温泉町 

宇都野神社麒麟獅子舞 新温泉町 

泰雲寺しだれ桜 新温泉町 

山陰海岸国立公園 豊岡市、香美町、新温泉町 

浜坂温泉郷 新温泉町 

名勝霧ヶ滝 新温泉町 

浜坂駅朝市婦人会直売所 新温泉町 

田君川バイカモ公園 新温泉町 

上山高原 新温泉町 

但馬海岸遊覧船 新温泉町 

まち歩き案内所 新温泉町 

道の駅山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 新温泉町 

ゆむら屋 おばあかふぇ 新温泉町 

篠山市篠山伝統的建造物群保存地区 篠山市 

篠山城跡 篠山市 

篠山市立歴史美術館 篠山市 

ほろ酔い城下蔵 篠山市 

兵庫県立ささやまの森公園 篠山市 

今田・立杭地区 篠山市 

兵庫県立丹波並木道中央公園 篠山市 

草山温泉 篠山市 

多紀連山 篠山市 

千年モミ 篠山市 

味土里館 篠山市 

特産館ささやま 篠山市 

小多田ふれあい農園 篠山市 

大正ロマン館 篠山市 

ＪＡ丹波ささやまふれあい市 篠山市 

四季の森特産館 篠山市 

丹波ささやまや とれとれ市 篠山市 

黒豆の館 篠山市 

お菓子の里丹波 篠山市 

ふれあいの郷 篠山市 

丹波旬の市 篠山市 

ハートピア青空市 篠山市 

八上ふるさと館 篠山市 

丹波篠山渓谷の森公園 篠山市 

口坂本生産組合直売所 篠山市 

楽農ひろば 篠山市 

木の根橋 丹波市 

柏原藩陣屋跡 丹波市 

柏原八幡神社 丹波市 

薬草薬樹公園 丹波市 

三ツ塚史跡公園 丹波市 

丹波悠遊の森・兵庫県立丹波の森公苑 丹波市 
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名   称 地域産業資源に係る地域 

石龕寺 丹波市 

高源寺 丹波市 

達身寺 丹波市 

円通寺 丹波市 

白毫寺 丹波市 

兵庫県立丹波年輪の里 丹波市 

丹波市立植野記念美術館 丹波市 

丹波布 丹波市 

稲畑人形 丹波市 

丹波の恐竜 丹波市 

水分れ公園 丹波市 

旧上久下村営上滝発電所記念館 丹波市 

鐘ヶ坂隧道 丹波市 

上小倉野菜生産組合直売所 丹波市 

緑菜市 丹波市 

簡易パーキングさんなん仁王駅 丹波市 

いちじま丹波太郎 まちおこし会館 丹波市 

道の駅あおがき 丹波市 

道の駅丹波おばあちゃんの里 丹波市 

洲本温泉 洲本市 

大浜海水浴場 洲本市 

三熊山（洲本城跡） 洲本市 

五色浜・ウエルネスパーク五色（高田屋嘉兵

衛公園） 
洲本市 

成ヶ島 洲本市 

淡路島七福神巡り 洲本市、南あわじ市、淡路市 

淡路ごちそう館「御食国」 洲本市 

五色さわやか市 洲本市 

洲本八幡神社（柴右衛門狸） 洲本市 

洲本市立淡路文化史料館 洲本市 

あわじ花さじき 淡路市 

淡路夢舞台・兵庫県立灘山緑地 淡路市 

兵庫県立淡路佐野運動公園 淡路市 

淡路市立香りの公園 淡路市 

吹き戻し 淡路市 

北淡震災記念公園・野島断層保存館 淡路市 

国営明石海峡公園・兵庫県立淡路島公園・ハ

イウェイオアシス 
神戸市、淡路市 

産直淡路島「赤い屋根」 淡路市 

新鮮市場 中田村 淡路市 

とと市 淡路市 

あわじとれとれ市 淡路市 

フローラルアイランド 淡路市 

パルシェ香りの館・香りの湯 淡路市 

道の駅あわじ 淡路市 

道の駅東浦ターミナルパーク 淡路市 

史跡五斗長垣内遺跡 淡路市 
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名   称 地域産業資源に係る地域 

淡路ワールドパークＯＮＯＫＯＲＯ 淡路市 

伊弉諾神宮 淡路市 

絵島 淡路市 

美湯松帆の郷 淡路市 

大鳴門橋記念館 南あわじ市 

淡路人形座 南あわじ市 

大鳴門橋・うず潮 南あわじ市 

沼島 南あわじ市 

慶野松原 南あわじ市 

灘黒岩水仙郷 南あわじ市 

南あわじ温泉郷 南あわじ市 

淡路島牧場 南あわじ市 

淡路ファームパーク・イングランドの丘 南あわじ市 

おのころ島神社 南あわじ市 

滝川記念美術館・玉青館 南あわじ市 

魚彩館 南あわじ市 

あわじ島まるごと食の拠点施設「美菜恋来 

屋」 
南あわじ市 

道の駅うずしお 南あわじ市 

広田梅林 南あわじ市 

風力発電の風車 洲本市、南あわじ市、淡路市 

松帆銅鐸 南あわじ市 

若人の広場公園 南あわじ市 

うずしお温泉 南あわじ市 

 


