
名 称 所在地

水笠通西公園地区 長田区水笠通

薬師池広場地区 西区櫨谷町櫨谷

春日台公園地区 西区春日台

北神戸田園スポーツ公園地区 北区鹿の子台南町

天井川公園地区 須磨区北町・南町・稲葉町

東灘区シティヒル東緑地地区 東灘区向洋町中

灘区記田公園地区 灘区記田町

灘区西郷川河口公園地区 灘区摩耶海岸通

兵庫区湊川公園地区 兵庫区新開地

名谷あじさい公園地区 垂水区名谷町

星の子保育園地区 北区鹿の子台北町

福田ヶ辻公園地区 北区緑町

小さき花の園幼稚園地区 中央区籠池通

育英幼稚園地区 須磨区板宿町

ポートアイランド住宅地区 中央区港島中町

御崎北ビル地区 兵庫区浜山通

ライブシティ神戸緑園都市団地地区 北区緑町

北須磨団地地区 須磨区友が丘

ルネ神戸北町Ⅰ地区 北区日の峰

ローレルハイツ神戸1号棟緑地地区 兵庫区駅前通

摩耶シーサイドプレイスイースト地区 灘区摩耶海岸通

六甲アイランドCITYウエストコート３番街地区 東灘区向洋町

六甲高羽アーバンライフ地区 灘区高羽滝ノ奥

大原３丁目地区法面地区 北区大原

須磨パークヒルズ地区 須磨区道正台

オーク・スクエア西神中央地区 西区樫野台

神陵台北住宅地区 垂水区神陵台

ラ・フォルテ西神中央構内緑地地区 西区竹の台

名谷１２団地地区 須磨区菅の台

六甲アイランドCITYウエストコート７番街街角広場地区 東灘区向洋町中

中央区神戸メゾンビューハーバーランド地区 中央区川崎町

中央区シティハイツ日暮地区 中央区日暮通

神戸海岸通ハーバーフラッツ地区 中央区脇浜海岸通

六甲アイランドＣＩＴＹウエストコート５番街地区 東灘区向洋町中

竜が台住宅地区 須磨区竜が台

シーサイドホテル舞子ビラ神戸地区 垂水区東舞子

長田神社地区 長田区長田町

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

平成21年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所 管
県民局

緑化区分
実施箇所

神戸

学校・公園の植樹

団地内の植樹

施設敷地内の植樹



名 称 所在地

平成21年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所 管
県民局

緑化区分
実施箇所

中央区臨港線地区 中央区脇浜町

長田線地区 長田区長田

灘区鶴甲山線（その１）地区 灘区寺口町・六甲台町・一王山町・鶴甲

灘区鶴甲山線（その２）地区 灘区鶴甲

山手幹線（市道）地区 灘区高徳町・弓木町

新湊川左岸地区 長田区六番町

六甲道駅西１号線、２号線琵琶町公園地区 灘区琵琶町

青谷川左岸線、野崎線地区 灘区中原通

西出高松前池線地区 長田区駒ヶ林

東灘区弓場線・住吉幹線地区 東灘区御影中・住吉宮町

灘区西郷川地区 灘区岩屋中町

中央区浜手幹線地区 中央区脇浜海岸通

友が丘７丁目地区 須磨区友が丘

頌栄保育園 北区鳴子

啓明学院校庭地区 須磨区横尾

明舞幼稚園地区 垂水区狩口台

千鳥が丘親和保育園地区 垂水区千鳥が丘

岩岡幼稚園 西区岩岡町故郷

マリスト国際学校地区 須磨区千守町

ひよどり台幼稚園地区 北区ひよどり台

神戸YMCAちとせ幼稚園地区 須磨区高倉台

須磨浦学園地区 須磨区千守町

トヨタ神戸自動車大学校駐車場 西区学園東町

富士通テン㈱駐車場 兵庫区御所通

黒田来客用駐車場 兵庫区下沢通

新電機工業㈱駐車場 西区丸塚

宮野医療器㈱MSCポートアイランド60駐車場 中央区港島南町

近藤歯科クリニック来患者用駐車場 垂水区舞多聞東

日光電気工事㈱深江資材置場駐車場 東灘区深江本町

サドワニマンション屋上 中央区北野町

青谷プラザ屋上 灘区青谷町

信愛学園屋上 東灘区御影

㈱水登社神戸工場屋上 西区室谷

㈱辰巳食品屋上 長田区駒ヶ林南町

介護老人保健施設ケアホームすばる屋上 灘区大和町

マーテック㈱屋上 中央区港島中町

中西商事㈱屋上 兵庫区西宮内町

カルモ木材㈱屋上 長田区苅藻通

神戸

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

道路・河川沿いの植樹

屋上・壁面緑化
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平成21年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所 管
県民局

緑化区分
実施箇所

ホザナ幼稚園屋上 灘区六甲町

サンシャインワーフ神戸立体駐車場北西壁面 東灘区青木

西宮市立広田小学校東門サクラ並木通り 西宮市愛宕山

仁川の郷地すべり資料館南西 西宮市仁川百合野町

くるみ幼稚園 西宮市仁川町

芦屋市東山北公園 芦屋市東山町

芦屋市西浜公園 芦屋市潮見町

陽光緑地 芦屋市陽光町

ラ・ヴェール武庫之荘 尼崎市武庫之荘西

鳴尾１団地住宅共有地 西宮市東鳴尾町

住友金属工業㈱鋼管カンパニー特殊管事業所 尼崎市東向島西之町・東向島東之町・東高須町

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

森脇氏所有地 西宮市山口町上山口

武庫川髭の渡しコスモス園 尼崎市西昆陽・常松

二級河川夙川国有河川敷 西宮市北名次町

楠公園及び主要道路に面した植栽 芦屋市楠町

くるみ幼稚園園庭 西宮市仁川町

西宮市立高須西保育所 西宮市高須町

関西学院聖和キャンパス山川記念館 西宮市岡田山

仁川学院マリアの園幼稚園 西宮市段上町

西宮市立南甲子園小学校運動場 西宮市南甲子園

西宮市立鳴尾保育所 西宮市笠屋町

大喜建設㈱本社駐車場 西宮市柳本町

そば処武蔵坊駐車場 尼崎市南塚口町

阪神地区マリン利用促進協議会駐車場 西宮市西波止町

高座町診療所駐車場 西宮市高座町

㈱第一計器製作所屋上 尼崎市大物町

キャッスルプラザ甲子園アネックス屋上 西宮市甲子園七番町

昆陽池公園野鳥の島（東側） 伊丹市昆陽池

中野行浪公園 伊丹市中野東

三田市立狭間小学校 三田市狭間が丘

ろうきん昆陽コーポ 伊丹市昆陽南

清和台住宅団地４号棟周辺植栽工事 川西市清和台東

施設敷地内の植樹 八皇子神社 川西市萩原

荒神川右岸側歩道帯植栽地 宝塚市武庫川町

「新田大池」北側法面 川西市緑台

川西市市道５３６号植栽帯 川西市清和台東

国道１７３号線道路植樹帯 川西市平野

神戸

阪神北

屋上・壁面緑化

学校・公園の植樹

団地内の植樹

施設敷地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

屋上・壁面緑化

学校・公園の植樹

団地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

阪神南



名 称 所在地

平成21年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所 管
県民局

緑化区分
実施箇所

市道１４１２号植栽帯 川西市清和台西

市道１５２６号線歩道緑地 川西市丸山台

市道１７９９号線～市道１７１７号線歩道緑地 川西市丸山台

深山池法面緑地 川西市美山台

伊丹市立東中学校 伊丹市高台

猪名川町立白金小学校 猪名川町白金

上政来客用駐車場 川西市見野

北陵公民館駐車場 川西市丸山台

田中駐車場 川西市見野

屋上・壁面緑化 ㈱島家宝塚ワシントンホテル屋上 宝塚市栄町

明石海浜公園 明石市二見町南二見

西二見公園 明石市二見町西二見

西二見緑地 明石市二見町西二見

住吉公園 明石市魚住町中尾

松が丘ふれあいガーデン 明石市松が丘

明石市立松が丘小学校 明石市松が丘

松が丘公園・桜の広場 明石市松が丘

加古川市立山手中学校 加古川市山手

土山駅南公園 加古郡播磨町北野添

団地内の植樹 フィルズスクエア 明石市大久保町ゆりのき通

施設敷地内の植樹 川見邸敷地 加古川市志方町志方町蛙池

道路・河川沿いの植樹 JＡ加古川やすらぎ会館前舗道 加古川市加古川町寺家町

リトルキューピット保育園 明石市二見町東二見

加古川市立野口南幼稚園 加古川市野口町古大内

ゆき保育園 加古川市志方町投松

ピュアキューピット保育園 加古川市平岡町山之上

加古川市立平岡小学校 加古川市平岡町高畑

加古川市立加古川中学校 加古川市加古川町備後

加古川市立しかた子ども園 加古川市志方町志方町

加古川市立神吉中学校 加古川市東神吉町神吉

高砂市立荒井小学校 高砂市荒井町東本町

聖パウロ生石保育園 高砂市阿弥陀町魚橋

來楽モータープール 明石市魚住町西岡

㈱アプコ菓子製造工場兼直売所駐車場 加古川市野口町水足

真浄寺きくなみ保育園保護者送迎用駐車場 高砂市高砂町松波町

細田駐車場 加古郡播磨町北本荘

阪神北

駐車場の芝生化

学校・公園の植樹

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

校園庭の芝生化

道路・河川沿いの植樹

東播磨



名 称 所在地

平成21年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所 管
県民局

緑化区分
実施箇所

施設敷地内の植樹 コープこうべ協同学苑 三木市志染町青山

校園庭の芝生化 市場保育園園庭 小野市市場町

粟生保育所園庭 小野市粟生町

下東条中央保育所園庭 小野市小田町

天理滝野愛児園園庭 加東市上滝野

杉原谷小学校校庭 多可町加美区市原

三木紙パック㈱従業員･来客用駐車場 三木市別所町巴

㈱カネシカ本社駐車場エリア 三木市別所町巴

キンボシ㈱本社従業員駐車場 小野市本町

施設敷地内の植樹 小林邸庭園 姫路市伊伝居

福）道心書写保育園園庭 姫路市書写

船津こども園園庭 姫路市船津町

真愛幼稚園園庭 姫路市書写

姫路市立花田小学校運動場 姫路市花田町勅旨

姫路市立花田保育所園庭 姫路市花田町小川

山田こども園園庭 姫路市山田町北山田

五字ケ丘幼稚園園庭 姫路市西今宿

姫路市立船津小学校運動場 姫路市船津町

的形こども園園庭 姫路市的形町的形

福崎小学校校庭 福崎町馬田

木村医院駐車場 姫路市青山

中里パーキング 姫路市青山

（仮称）寿屋駐車場 姫路市勝原区熊見

黒田駐車場 姫路市西庄甲

ほっかほっか亭英賀保店駐車場 姫路市飾磨区英賀清水町

播州クリーニング駐車場 姫路市広畑区才

㈱ナサダ駐車場 姫路市阿保甲

二国駐車場 姫路市南車崎

播州クリーニング別所店駐車場 姫路市別所町佐土

㈱ハマダコム屋上 姫路市網干区新在家

アメリカ村店舗壁面 姫路市飾磨区今在家

平尾邸敷地 たつの市龍野町中霞城

宍粟市山崎町段菅野川沿い民地 宍粟市山崎町段

相生市立矢野小学校 相生市矢野町上

宍粟市立千種北小学校 宍粟市千種町西河内

前川月極駐車場 相生市那波野

荒月極駐車場 相生市那波野

出水月極駐車場 相生市古池本町

田中酒店来客用駐車場 相生市那波大浜町

門倉貿易㈱たつの工場来客用駐車場 たつの市揖西町長尾

駐車場の芝生化

施設敷地内の植樹

校園庭の芝生化

屋上・壁面緑化

北播磨

北播磨

中播磨

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

西播磨



名 称 所在地

平成21年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所 管
県民局

緑化区分
実施箇所

㈱山弘たつの店駐車場 たつの市龍野町富永

近藤月極駐車場 たつの市揖保川町山津屋

（有）オクダ駐車場 赤穂市尾崎

高森理髪店駐車場 赤穂市加里屋

オハヨーあさひ駐車場 赤穂市加里屋

御崎タクシー㈱駐車場 赤穂市加里屋中州

税理士事務所「兵庫太和税理士法人」来客用駐車場 揖保郡太子町東南

㈱前田組来客用駐車場 揖保郡太子町老原

畑本月極駐車場 相生市那波野

施設敷地内の植樹 谷口・松本・贄川邸敷地 新温泉町湯

近畿大学豊岡短期大学附属幼稚園園庭 豊岡市戸牧

豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園園庭 豊岡市山王町

豊岡市立日高幼稚園園庭 豊岡市日高町岩中

豊岡市立豊岡小学校校庭 豊岡市中央町

豊岡市立小坂幼稚園園庭 豊岡市出石町鳥居

豊岡市立出石幼稚園園庭 豊岡市出石町町分

豊岡市立港東幼稚園・小学校校園庭 豊岡市気比

出石精和園児童寮グラウンド 豊岡市出石町宮内

黒田自治会内の公園、花壇、民有地 篠山市黒田

丹波市石生駅西土地区画整理事業地内第１号公園 丹波市氷上町石生

吉見地区自治振興会活動拠点広場 丹波市市島町上田

東奥自治会ミニ公園 丹波市柏原町東奥

道路・河川沿いの植樹 小倉川沿い法面 丹波市青垣町小倉

認定こども園よしみ園庭 丹波市市島町梶原

社会福祉法人前山保育園園庭 丹波市市島町上竹田

洲本市立洲本第二小学校 洲本市山手

兵庫県立津名高等学校 淡路市志筑

海月館お客様駐車場 洲本市海岸通

いづも庵来客用駐車場 淡路市志筑

（有）郡自動車来客用駐車場 淡路市志筑

（備考）緑化区分の定義

学校・公園の植樹

団地内の植樹

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

駐車場の芝生化

駐車場の芝生化

その他

駐車場芝生化

緑化区分

淡路

＊平成21年度緑化実績（合計220件）
植樹本数・・・・・約73,000本 芝生化面積・・・約62,000㎡

校庭の芝生化、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

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

土取り跡修景

駐車場の芝生化

校園庭の芝生化

学校・公園の植樹

校園庭の芝生化

校園庭の芝生化

街路樹の植樹、法面・緑地の植樹など

屋上緑化、壁面緑化

但馬

丹波

西播磨


