
名 称 所在地

本町公園地区 兵庫区七宮町

鴨子ヶ原公園地区 東灘区鴨子ヶ原

天井川公園地区 須磨区北町、南町、稲葉町

北神戸田園スポーツ公園地区 北区八多町中、八多町下小名田

ポートアイランド（第２期）中央緑地地区 中央区湊島南町

魚崎郷モニュメント広場その他地区 東灘区魚崎南町

ひよどり台公園及び周辺緑地地域 北区ひよどり台

雨の神公園地区 東灘区住吉本町

湊川公園地区 兵庫区荒田町

岡本南公園地区 東灘区岡本

兼安公園地区 東灘区御影町郡家大蔵

高良谷公園地区 須磨区南落合

東灘山手２号公園地区 東灘区御影町石屋字朝后

出合丸山公園地区 西区中野

大歳山遺跡地区 垂水区西舞子

須磨寺公園地区 須磨区須磨寺町

多夢の森保育園地区 垂水区南多聞台

下河原街園地区 灘区上河原

六甲アイランドCITYウエストコート６番街戸建地区 東灘区向洋中町

「舞多聞みついけafコミュニティ」地区 垂水区舞多聞東

名谷（６）団地地区 須磨区竜が台

アーバンドーネ西神春日台緑地内地区 西区春日台

舞多聞みついけ南ゾーン地区 垂水区舞多聞東

ひよどり台（５）団地管理組合緑地内地区 北区ひよどり台

大原１丁目地区法面地区 北区大原

レックス神戸北町西側斜面地区 北区日の峰町

ライブシティ神戸緑園都市団地地区 北区緑町

六甲アイランドCITYウエストコート３番街地区 東灘区向洋中町

グリーンヒル新多聞団地地区 垂水区本多聞

竜が台３丁目市営住宅 須磨区竜が台

コンフォール学園緑丘第２団地地区 垂水区小束山

グランコリーナ西神南地区 西区井吹台東町

ポートアイランド住宅地区 中央区港島中町

ビスタグランデ神戸星陵台地区 垂水区星陵台

摩耶シーサイドプレイスウエスト地区 灘区摩耶海岸通

マイコート美賀多台Ⅱ管理組合共生緑地地区 西区美賀多台

六甲アイランドCITYウエストコート６番街団地管理組合地区 東灘区向洋町
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名 称 所在地

施設敷地内の植樹 兵庫県立総合リハビリテーションセンター地区 西区曙町

長田線(国道28号、新町線、長田北町1号線) 地区 長田区長田町

市道弓場地区 東灘区御影本町

脇浜海岸通（灘浜脇浜線）地区 中央区脇浜海岸通

前町通地区 中央区播磨町・浪花町・海岸通

垂水漁港地区 垂水区平磯

新湊川左岸地区 長田区六番町

天王谷川（右岸）河川敷地区 兵庫区雪御所町

富士通テン（株）駐車場 兵庫区和田山通

演惣駐車場 垂水区西舞子

神戸新聞製作センター駐車場 西区室谷

菱華石油サービス須磨外浜駐車場 須磨区外浜町

レジデンス明信屋上 中央区山本通

松原ビル屋上 中央区栄町通

さつき園屋上 北区山田町小部字杉の木

（株）加美乃素本舗本社工場屋上 中央区熊内橋通

親和保育園屋上 東灘区住吉本町

猪名の森保育園敷地内 尼崎市東園田町

仁川あじさい園 西宮市仁川百合野町

明倫公園 尼崎市蓬川町

ニコニコ桜保育園園庭・棚田周辺・駐車場グリーンスペース 西宮市南郷町

西宮市立高須南小学校花壇 西宮市高須町

兵庫県立西宮高等学校 西宮市上甲東園

西宮マリナパークシティ・杜のまち 西宮市西宮浜

市営南芦屋浜団地 芦屋市陽光町

甲子園口グリーンハイツ 西宮市天道町

皇大神社境内 尼崎市常光寺

住友金属工業（株）鋼管カンパニ－特殊管事業所 尼崎市東向島東ノ町

ヤンマー株式会社特機エンジン事業本部尼崎工場 尼崎市長洲東通

道路・河川沿いの植樹 武庫川髭の渡しコスモス園 尼崎市西昆陽～常松

武庫からたち幼稚園園庭 尼崎市武庫之荘

芦屋市立浜風幼稚園園庭 芦屋市浜風町

仁川学院マリアの園幼稚園 西宮市段上町

尼崎市立竹谷小学校 尼崎市北竹谷町

芦屋市立朝日ヶ丘小学校 芦屋市朝日ヶ丘町

芦屋市立打出浜小学校 芦屋市新浜町

尼崎市立大庄小学校運動場 尼崎市大庄中通

兵庫県立武庫荘総合高等学校 グランド 尼崎市武庫之荘

芦屋市立伊勢幼稚園園庭 芦屋市伊勢町
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名 称 所在地

廣岡駐車場 尼崎市東難波町

香櫨園ガレージ 西宮市宮西町

尼崎鉄工団地協同組合駐車場 尼崎市東海岸町

長尾クリニック屋上 尼崎市昭和通

浜田保育園屋上 尼崎市崇徳院

三田市狭間小学校東面緑地 三田市狭間が丘

伊丹市瑞ヶ池公園内 伊丹市瑞ヶ丘

昆陽池公園野鳥の島（西側） 伊丹市昆陽池

宝塚福祉コミュニティプラザ周辺緑地 宝塚市売布東の町

あかしあ台公園 三田市あかしあ台

宝塚市逆瀬台５丁目のり面自然林 宝塚市逆瀬台

パークサイドすずかけ台周辺緑地 三田市すずかけ台

清和台住宅団地５号棟周辺緑化 川西市清和台東

清和台住宅団地花の道 川西市清和台東

川西市グリーンハイツ緑地 川西市緑台

川西市けやき坂４丁目沿道緑地 川西市けやき坂

伊丹市金岡雨水幹線沿道緑地 伊丹市行基町

せせらぎの道 川西市湯山台

宝塚市天王寺川泉町公園緑地 宝塚市泉町

日生市道1526/1527号交差点緑地 川西市丸山台

日生市道1530号歩道緑地① 川西市丸山台

日生市道1530号歩道緑地② 川西市丸山台

深山池外周遊歩道緑地 川西市美山台

川西市市道536号植栽帯 川西市清和台東

清和台東４～５丁目植栽帯緑化 川西市清和台東

王たるキリスト幼稚園園庭緑地 伊丹市梅の木

西伊丹幼稚園緑地 伊丹市寺本

白金小学校校園庭緑地 猪名川町白金

兵庫トヨタ自動車（株）宝塚店駐車場 宝塚市武庫川町

北中パーキング 宝塚市鹿塩

蛭川造園土木（株）本社駐車場 宝塚市山本西

上野駐車場 川西市見野

伊藤ガレージ 川西市笹部

屋上緑化 西伊丹幼稚園屋上 伊丹市寺本

平岡中学校 加古川市平岡町新在家

平岡幼稚園 加古川市平岡町高畑

別府中学校 加古川市別府町新野辺北町

別府西小学校 加古川市別府町新野辺北町

野口南小学校 加古川市野口町古大内

(3 - 6)

阪神南

緑化区分
所 管

県民局

実施箇所

駐車場芝生化

学校・公園の植樹

阪神北

屋上緑化

団地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

校園庭の芝生化

駐車場芝生化

東播磨

平成20年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

学校・公園の植樹



名 称 所在地

越水公園 加古川市野口町坂元

北浦公園 加古川市野口町坂元

別府中学校 加古川市別府町新野辺北町

ゆりのき通南公園 明石市大久保町ゆりのき通

オーズタウン・サウススクエア団地 明石市大久保町ゆりのき通

ジークレフ加古川東マンション 加古川市平岡町二俣

泊神社 加古川市加古川町木村

西岡自治会管理地（公民館） 明石市魚住町西岡

両荘幼稚園 加古川市平荘町山角

陵北小学校 加古川市新神野

キューピット保育園 播磨町北本荘

みどり丘保育園 高砂市緑丘

真浄寺きくなみ保育園 高砂市高砂町松波町

陵北小学校駐車場 加古川市新神野

旭クラブ会館駐車場 高砂市伊保町伊保崎

（株）サーテック永田駐車場 明石市硯町

学校・公園の植樹 中野地区２号公園 加西市中野町

粟生保育所 小野市粟生町

白龍保育園 加西市玉野町字真中

富田保育所 加西市窪田町

あさか保育園 多可町中区安坂

久米長駐車場 三木市本町

三木紙パック駐車場 三木市別所町巴

エコフィード加西南工場 加西市網引町

学校・公園の植樹 JR網干駅前地区 多目的ひろば 姫路市網干区和久

姫路市立高岡西小学校 姫路市上手野

寺前保育所 園庭 神河町寺前

姫路市立花田中学校ミニグランド 姫路市花田町小川

サン保育園 園庭 姫路市白鳥台

神河町立南小田小学校 神河町南小田

灘中学校南パーキング 姫路市白浜町甲

小松町パーキング（仮称） 姫路市広畑区小松町

慶雲寺北駐車場 姫路市野里大和町

吉川パーキング（仮称） 姫路市幸町

黒田パーキング（仮称） 姫路市玉手

新生興業亀山駐車場 姫路市飾磨区恵美酒

御着自治会パーキング（仮称） 姫路市御国野町御着

レイズパークパーキング 姫路市網干区和久
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名 称 所在地

旭ビル屋上 姫路市千代田町

三協建設（株）本社ビル屋上 姫路市飯田

川飛ビル屋上 姫路市栗山町

学校・公園の植樹 有年第１公園 赤穂市有年原

道路・河川沿いの植樹 宍粟市山崎町段菅野川沿い民地 宍粟市山崎町段

相生市立山手幼稚園 相生市山手

たつの市立揖西東小学校 たつの市揖西町清水新

宍粟市立千種東小学校 宍粟市千種町鷹巣

まあや保育園運動場 たつの市揖保川町二塚

段ちびっこえん 宍粟市山崎町段

みのり保育園園庭 宍粟市山崎町高下字稲田

じょうせん保育園運動場 たつの市御津町朝臣

パレコスモスB棟駐車場 相生市向陽台

西播通運（株）駐車場 相生市汐見台

市立地域福祉活動センター駐車場 相生市那波野

コインランドリー尾崎駐車場 赤穂市尾崎字明神木

相生スカイレーン駐車場 相生市本郷町

グリーン薬局駐車場 相生市向陽台

エースワンビル駐車場 相生市双葉

ちゃ工房つみき駐車場 相生市古池本町

ノースウッド学院来客用駐車場 たつの市龍野町北龍野

龍野工場駐車場 たつの市龍野町大道

元祖播磨屋支店駐車場 赤穂市尾崎

お食事処一粋来客用駐車場 赤穂市加里屋南

とみはら駐車場 赤穂市尾崎

コスモポート駐車場 赤穂市尾崎

ペンションへるつ駐車場 赤穂市東浜町

山手駐車場 相生市山手

寿鉄工（株）駐車場 相生市旭

北岡邸駐車場 相生市向陽台

ローズマリー小西パーキング たつの市龍野町片山字西垣内

民宿・レストラン初音駐車場 赤穂市新田

すし萬来客用駐車場 赤穂市加里屋

池田歯科医院駐車場 佐用町上月

大徳醤油株式会社 養父市十二所

藤原邸所有地 豊岡市小田井町

森垣邸所有地 豊岡市小田井町

「荒湯」及び「リフレッシュパーク」周辺 美方郡新温泉町湯

学校・公園の植樹 認定こども園よしみ園庭 丹波市市島町梶原

道路・河川沿いの植樹 小倉川沿い法面 丹波市青垣町小倉
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名 称 所在地

鴨庄保育園園庭 丹波市市島町上牧

遠阪小学校校庭 丹波市青垣町山垣

篠山養護学校運動場 篠山市沢田

道路・河川沿いの植樹 津井コミュニティー花壇 南あわじ市津井

淡路市立東浦中学校 淡路市久留麻

淡路市立北淡中学校 淡路市浅野神田

菅ピアノ教室駐車場 淡路市久留麻

（株）アワジ建機駐車場 淡路市中田字田ノ平

三楽園駐車場 淡路市大谷

(6 - 6)

実施箇所所 管
県民局

緑化区分

駐車場芝生化

淡路

校園庭の芝生化

校園庭の芝生化丹波

＊平成20年度緑化実績（合計202件）
植樹本数・・・・・約96,000本
芝生化面積・・・約34,000㎡

（備考）緑化区分の定義

緑化区分

学校・公園の植樹

団地内の植樹

緑化内容

学校内の植樹、園庭の植樹、公園の緑化、緑地内の緑化など

団地の緑化、戸建住宅用地の植樹、マンションの植樹など

街路樹の植樹、法面・緑地の植樹など

屋上緑化、壁面緑化

校庭の芝生化、園庭の芝生化

施設敷地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

屋上・壁面緑化

校園庭の芝生化

施設内の植樹、工場の植樹、所有地内の植樹、駐車場の植樹など

土取り跡修景

駐車場の芝生化駐車場の芝生化

その他
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