
名称 所在地

小寄公園 東灘区本山南町

駒ヶ林公園 長田区南駒栄町

高羽桜ヶ丘公園 灘区桜ヶ丘町

会下山公園 兵庫区会下山町

湊町公園 兵庫区湊町

啓明学院中学校・高等学校 須磨区横尾

とびまつの森 須磨区大手町

ハイツオークラ公開空地地区 東灘区深江南町

ビスタｸﾞﾗﾝﾃﾞ舞子地区 垂水区舞子台

ルネ神戸北町Ⅱ団地 北区日の峰

アースシティ西神南団地 西区井吹台西町

イーストコート３番街 東灘区向洋町中

ポートアイランド住宅 中央区港島中町

ウエストコート４番街 東灘区向洋町中

イーストコート６番街 東灘区向洋町中

パークスクエア岡本地区 東灘区東灘西岡本

高倉台10団地地区 須磨区高倉台

ライブシティ神戸緑園都市団地地区 北区緑町

グリーンコーポｼﾞｪｰﾑｽ山団地地区 垂水区松風台

イーストコート５番街戸建地区 東灘区向洋町中

摩耶シーサイドプレイスイースト地区 灘区摩耶海岸通

グランコリーナ西神南 西区井吹台東町

オーク・スクエア西神中央 西区樫野台

メゾンビューハーバーランド 中央区東川崎町

北須磨団地 須磨区友が丘

六甲柏尾台 北区柏尾台

シーサイドホテル舞子ビラ神戸地区 垂水区東舞子町

サンシャインワーフ神戸外周緑地 東灘区青木

舞多聞東2丁目２３街区地区 垂水区舞多聞東

公衆浴場「月の湯船」地区 垂水区青山台

兵庫県立総合リハビリテーションセンター 西区曙町

桃山台地域福祉センター 垂水区桃山台

長栄緑地地区 東灘区深江本町

鹿の子台北町７丁目法面 北区鹿の子台北町

新湊川左岸 長田区六番町

中央幹線 須磨区北町、南町

平成22年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所管
県民局

緑化内容区分
実施箇所

学校・公園の植樹

団地内の植樹

施設敷地内の植樹

神戸

道路・河川沿いの植樹



名称 所在地

平成22年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所管
県民局

緑化内容区分
実施箇所

校園庭の芝生化 名谷みどり保育園地区 須磨区中落合

兆楽来客者用駐車場 北区有馬町

トヨタ神戸自動車大学校 西区学園東町

日外モータープール 垂水区上高丸

鶴甲コーポ３６号館駐車場 灘区鶴甲

マーテック㈱事務所駐車場 中央区港島中町

宮西月極駐車場 長田区御蔵通

月極大沢１丁目駐車場 西区大沢

潮海寺 駐車場 西区今寺

東急スポーツオアシス住吉店屋上 東灘区住吉本町

カネディアンヒル介護老人保健施設 灘区長峰台

神戸マリナーズ厚生会病院屋上 中央区中山手通

ホテルオークラ神戸 中央区波止場町

上津港運株式会社 中央区栄町通

オリエンタル製靴㈱屋上 長田区神楽町

（株）丸和製作所屋上 長田区駒ヶ林南町

三和テクノ屋上 長田区苅藻通

介護老人保健施設佐野記念アットホーム屋上 垂水区桃山台

なかよし保育園 西区和井取

朝日ヶ丘西公園 芦屋市朝日ヶ丘町

芦屋市東山北公園 芦屋市東山町

団地内の植樹 市営南芦屋浜団地 芦屋市陽光町

住友金属工業（株）鋼管カンパニー特殊管事業所 尼崎市東向島西之町

仁川の郷 西宮市仁川百合野町

尼崎武庫川工業団地内 尼崎市平左衛門町

二級河川夙川水系 夙川河川敷地 西宮市北名次町

あまがさきホタルの里 尼崎市西昆陽

校園庭の芝生化 芦屋市立潮見中学校 芦屋市潮見町

尼崎鉄工団地協同組合 駐車場 尼崎市東海岸町

福田 来客者用駐車場 尼崎市南武庫之荘

建石ガレージ 西宮市建石町

富士通テン西日本株式会社駐車場 西宮市津門大塚町

汐江ふたば保育園 尼崎市潮江

学校法人常源寺学園光明幼稚園 西宮市甲子園七番町

道路・河川沿いの植樹

駐車場の芝生化

阪神南

屋上緑化

駐車場の芝生化

屋上緑化

神戸

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹



名称 所在地

平成22年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所管
県民局

緑化内容区分
実施箇所

寺本東公園 伊丹市寺本

昆陽池公園 野鳥の島（西側） 伊丹市昆陽池

大和第２公園 川西市大和西

ふれあい大通り「郷の音ホール」広場及び武庫川大橋東南詰広場 三田市天神、三輪

猪名川町立白金小学校 猪名川町白金

伊丹春日丘アーバンコンフォート植栽帯 伊丹市春日丘

東急ドエル・アルス三田ウッディタウン中央敷地法面 三田市ゆりのき台

清和台住宅団地21号、22号棟東側法面 川西市清和台東

清和台住宅団地１７号、１８号、１９号棟周辺 川西市清和台東

深山池法面緑地 川西市美山台

パスカルエンジニアリング株式会社 伊丹市鴻池

国道173号線平野2,3丁目植栽帯 川西市平野

内川河川用地 伊丹市下河原

天王寺川左岸道路法面 宝塚市中筋

深山池法面緑地 川西市美山台

市道５２号線沿道敷地 川西市西畦野

県道川西篠山線 川西市清和台東

ふれあい大通り「郷の音ホール」広場及び武庫川大橋東南詰広場 三田市天神、三輪

雲雀丘学園中・高等学校 宝塚市雲雀丘

学校法人木本学園野上幼稚園 宝塚市野上

けやき坂公民館第２駐車場 川西市けやき坂

川西市商工会館駐車場 川西市出在家町

北陵多目的グラウンド 川西市丸山台

甘露寺参拝者用駐車場 川西市山下町

陽明小学校駐車場 川西市向陽台

明石市立錦が丘幼稚園 明石市魚住町錦が丘

加古川市立西神吉小学校 加古川市西神吉町西村

住吉公園 明石市魚住町中尾

イーストスクエア団地 明石市大久保町ゆりのき通

加古川鳩里団地 加古川市加古川町備後

ファミールハイツ明石 明石市川崎町

加古川市立野口北幼稚園 加古川市野口町北野

高砂市立米田幼稚園 高砂市米田町米田

高砂市立米田保育園 高砂市米田町米田

あかり保育園 加古川市山手

野口保育園 加古川市野口町水足

東神吉幼稚園 加古川市東神吉町神吉

ドリームキューピット保育園 明石市二見町東二見

団地内の植樹

東播磨

学校・公園の植樹

団地内の植樹

施設敷地内の緑化

学校・公園の植樹

阪神北

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

道路・河川沿いの植樹

校園庭の芝生化



名称 所在地

平成22年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所管
県民局

緑化内容区分
実施箇所

中村駐車場 明石市二見町西二見

ビューテック㈱駐車場 高砂市曽根町

今竹パーキング 高砂市米田町米田

仙齢会はりま病院駐車場 加古郡播磨町北野添

屋上緑化 医療法人沖縄徳洲会高砂西部病院 高砂市中筋

施設敷地内の緑化 コープこうべ協同学苑 三木市志染町青山

道路・河川沿いの植樹 市道郷瀬西田１号線 西脇市郷瀬町

兵庫県立北はりま特別支援学校 運動場 多可郡多可町中区間子

正覚坊保育園 園庭 加東市上田

朝日コンサル社員・来客用駐車場 小野市本町

小野商工会議所駐車場 小野市王子町

日月くらぶ駐車場 三木市芝町

福）萩の友の会認定ｌこども園はぎ保育園園庭 姫路市豊富町豊富

姫路市立大塩保育所園庭 姫路市大塩町

真愛幼稚園園庭 姫路市書写

姫路市立若草保育所園庭 姫路市別所町別所

市川町立甘地幼稚園園庭 神崎郡市川町近平

姫路市立砥堀幼稚園園庭 姫路市砥堀

兵庫県立姫路商業高等学校グランド 姫路市井ノ口

聖ミカエル広畑幼稚園園庭 姫路市広畑区小松町

菅生保育園園庭 姫路市夢前町菅生潤

ヘアーシーン トウジュールパーキング 姫路市東今宿

姫路ナブコ㈱駐車場 姫路市飾磨区三宅

マザーグース駐車場 姫路市宮西町

八家病院職員用駐車場 姫路市西今宿

LAND SOA白浜 姫路市白浜町字佐崎中

ほっかほか亭上手野店駐車場 姫路市上手野

つだ歯科診療所駐車場 姫路市飾磨区英賀清水町

黒岩貸駐車場 姫路市広畑区才字竹之本

（仮称）北山商事駐車場 姫路市飾磨区蓼野町

（仮称）北野パーキング 姫路市西庄字八町

黒岩 （下河原）貸駐車場 姫路市広畑区才字竹之本

下手野貸駐車場 姫路市下手野

ガーデンテラスサピュウム駐車場 姫路市東山

屋上緑化 アパルト永良川の屋上 姫路市北条

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化
東播磨

駐車場の芝生化

北播磨

駐車場の芝生化

中播磨

校園庭の芝生化



名称 所在地

平成22年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所管
県民局

緑化内容区分
実施箇所

塩屋第２公園 赤穂市新田

県立粒子線医療センター たつの市新宮町光都

校園庭の芝生化 赤穂市立坂越小学校 赤穂市坂越

出水月極駐車場 相生市汐見台

田淵 駐車場 相生市那波大浜町

株式会社山陽設備工業所 相生市緑ヶ丘

永井駐車場 相生市菅原台

株式会社大福駐車場 相生市大島町

㈱オーツカテック来客者用駐車場 相生市那波野

料理教室の生徒及び来客用駐車場 相生市若狭野町入野

土井駐車場 相生市双葉

山本月極駐車場 相生市山手

松下裕昭所有駐車場 たつの市龍野町下川原

植田医院駐車場 たつの市御津釜屋

粒坐天照神社駐車場 たつの市龍野町日山

梅玉駐車場 たつの市龍野町本町

寺岡駐車場 赤穂市長池町

鈴木商店駐車場 赤穂市山手町

福本駐車場 赤穂市元塩町

尾上駐車場 赤穂市尾崎字明神木

開国電気工業所 駐車場 赤穂市上仮屋南

栄建築株式会社駐車場 赤穂市城西町

フジタカーサービス駐車場 上郡町大持

豊岡市立豊岡ひかり幼稚園園庭 豊岡市幸町

豊岡市立八条幼稚園園庭 豊岡市弥栄町

豊岡市立田鶴野幼稚園園庭 豊岡市野上

豊岡市立中竹野小学校校庭 豊岡市竹野町轟

豊岡市立府中幼稚園・小学校校庭 豊岡市日高町野々庄

豊岡市立小坂小学校校庭 豊岡市出石町鳥居

新田幼稚園園庭 豊岡市河谷

豊岡市立小野小学校校庭 豊岡市出石町口小野

朝来市立中川小学校の校庭 朝来市桑市

朝来市立生野小学校の中庭 朝来市生野町口銀谷

朝来市立糸井小学校の校庭 朝来市和田山町高生田

豊岡市立清滝幼稚園園庭 豊岡市日高町山宮

豊岡市立中筋小学校校庭 中筋幼稚園園庭 豊岡市土渕田向

豊岡市立神美幼稚園園庭 豊岡市三宅

高柳小学校運動場・幼稚園庭 養父市八鹿町高柳

関宮小学校なかよし広場 養父市吉井

施設敷地内の緑化

西播磨

駐車場の芝生化

但馬 校園庭の芝生化



名称 所在地

平成22年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所管
県民局

緑化内容区分
実施箇所

吉見友愛センター活動拠点広場 丹波市市島町上田

ハートタウン石生公園 丹波市氷上町石生

道路・河川沿いの植樹 小枕川堤防 篠山市野中

篠山市立古市幼稚園 篠山市波賀野新田

篠山市立西紀小学校 篠山市乗竹

学校・公園の植樹 洲本市立洲本第三小学校 兵庫県洲本市物部

施設敷地内の植樹 サン・ガーデン 兵庫県洲本市上内膳

道路・河川沿いの植樹 三宝院下の空地 兵庫県洲本市五色町下堺

校園庭の芝生化 淡路市立津名中学校 兵庫県淡路市大谷

淡路部品株式会社来客用及び業務用駐車場 洲本市桑間

株式会社大地来客用駐車場 淡路市志筑

寿司一来客用駐車場 淡路市志筑

淡路市医師会駐車場 淡路市志筑新島

＊平成22年度緑化実績（合計１９３件）

植樹件数・・・・・・約76,000本 芝生化面積・・・・・芝生化面積86,000㎡

（備考）緑化区分の定義

緑化区分

学校・公園の植樹

駐車場の芝生化

淡路

丹波

校園庭の芝生化

街路樹の植樹、法面・緑地の植樹など

校庭の芝生化、園庭の芝生化

駐車場の芝生化

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

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

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

その他 土取り跡修景

屋上緑化、壁面緑化 屋上緑化、壁面緑化

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化


