
名称 所在地
北野町東公園 神戸市中央区北野町
平磯緑地公園 神戸市垂水区平磯
山本通東公園 神戸市中央区山本通
下唐櫃市民公園 神戸市北区有野町
神戸青少年公園及びその沿道 神戸市北区淡河町
名谷竜が台東住宅 神戸市須磨区竜が台
ビスタグランデ舞子 神戸市垂水区舞子台
魚崎グリーンハイツ 神戸市東灘区魚崎南町
イトーピア神戸ポートアイランド 神戸市中央区港島
神戸海岸通ハーバーフラッツ 神戸市中央区脇浜海岸通
フィレール西神南 神戸市西区井吹台北町
シンフォニックシティ西神中央 神戸市西区美賀多台
ガーデンハイツ須磨 神戸市須磨区高倉台
須磨パークヒルズ 神戸市須磨区道正台
レジオン住吉川 神戸市東灘区魚崎南町
住吉本町レジデンス 神戸市東灘区住吉本町
エバーグリーンポートアイランド 神戸市中央区港島中町
イーストコート４番街戸建地区 神戸市東灘区向洋町中
（株）フォーナインシューズ第２駐車場内 神戸市長田区海運町
関西青少年サナトリューム駐車場内 神戸市西区岩岡町
正楽寺と神戸市所有地 神戸市北区藤原台北町
上津台３丁目道路法面 神戸市北区上津台

校園庭の芝生化 神戸市立有野小学校　校庭 神戸市北区藤原台中町
名谷竜が台住宅 神戸市須磨区竜が台
福吉台グランドゴルフ場 神戸市西区福吉台
関西青少年サナトリューム駐車場内 神戸市西区岩岡町
多目的広場 神戸市西区櫨谷町
菊水８まちなか防災空地（３号地） 神戸市兵庫区菊水町
河合邸 神戸市垂水区舞多聞東
桃の木幼稚園保護者駐車場 神戸市垂水区桃山台
星が丘３丁目緑化駐車場 神戸市垂水区星が丘
正路金型株式会社 屋上 神戸市長田区細田町
（仮）星空保育園 屋上 神戸市北区鹿の子台南町
尼崎市立南武庫之荘中学校 尼崎市武庫之荘
尼崎市立明城小学校 尼崎市南城内
尼崎市立小田北中学校 尼崎市神崎町
尼崎市立園田東中学校 尼崎市東園田町
高浜公園周辺 松韻の街緑地帯 芦屋市高浜町
西浜公園 芦屋市潮見町
東山公園 芦屋市東山町
西宮市立高須中学校 西宮市高須町
西宮市立北夙川小学校 西宮市石刎町
西宮市立上ヶ原中学校 西宮市上ヶ原九番町
西宮市立鳴尾小学校 西宮市鳴尾町
西宮市立瓦木中学校 西宮市薬師町
西宮市立段上西小学校 西宮市段上町
西宮市立苦楽園小学校 西宮市苦楽園二番町
西宮市立神原小学校 西宮市神原
西宮市立広田小学校 西宮市愛宕山
西宮市立西宮養護学校 西宮市甲子園春風町
甲山高校東側のり面 西宮市湯元町
西宮市立浜甲子園中学校 西宮市古川町
西宮市立西宮浜小学校 西宮市西宮浜
西宮市立西宮浜中学校 西宮市西宮浜

神戸

阪神南

学校・公園の植樹

屋上緑化

団地内の植樹

施設敷地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

地域 緑化内容区分
実施箇所

平成26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
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潮見第四団地 芦屋市潮見町
コート甲子園南 西宮市今津巽町
グリーンラグーナ甲子園 西宮市南甲子園
鳴尾町４丁目自治会館・ふれあい広場 西宮市鳴尾町
日野神社 西宮市日野町
鳴尾八幡神社 西宮市上鳴尾町
大市八幡神社 西宮市若山町
新西宮ヨットハーバー 西宮市西宮浜
名塩さくら台外周遊歩道 西宮市名塩さくら台
県道８２号線街路樹帯 西宮市湯元町
むこっ子ロード 尼崎市武庫元町
芦屋市総合公園 芦屋市陽光町
杭瀬第６団地 尼崎市常光寺
善見邸 西宮市山口町
（株）川本ピアノサービス本社駐車場 西宮市西宮浜
西宮市瓦木中学校駐車場 西宮市薬師町

屋上緑化 ラウレートグランデ屋上 尼崎市額田町
天王寺川中学校 伊丹市鴻池
尼ヶ池公園 伊丹市瑞穂町
昆陽南公園 伊丹市山田
伊丹市立桜台小学校 伊丹市中野西
伊丹市立摂陽小学校 伊丹市昆陽南
伊丹市立伊丹高等学校 伊丹市行基町
売布小学校 宝塚市売布ガ丘
北雲雀きずきの森 宝塚市切畑字長尾山
宝塚市立長尾小学校 宝塚市山本東
三田市立ゆりのき台小学校 三田市ゆりのき台

施設敷地内の植樹 瑞穂センター 伊丹市瑞穂町
道路・河川沿いの植樹 逆瀬台５丁目市道植樹帯 宝塚市逆瀬台

校園庭の芝生化 宝塚市立長尾小学校 宝塚市山本東
ひろばの芝生化 ザ・フェザンツ 三田市木器

朝霧公園 明石市松が丘
住吉神社 明石市魚住町
JR魚住駅南ロータリー 明石市魚住町
大日公園、都染町民グラウンド 加古川市上荘町
陵北小学校 加古川市新神野町
平岡東幼稚園 加古川市平岡町
学校前 稲美町野寺字上南岡
加古幼稚園 稲美町加古
天満南幼稚園 稲美町六分一
ユニハイム明石 明石市大明石町
東加古川ハイタウン団地管理組合駐車場北 加古川市平岡町

施設敷地内の植樹 鶴林寺 加古川市加古川町
道路・河川沿いの植樹 千波池堤防 稲美町国岡

みどり丘保育園 高砂市緑丘
浜の宮中学校 加古川市別府町
加古幼稚園 稲美町加古
天満南幼稚園 稲美町六分一
明石海浜公園 明石市二見町
野口坂元公園 加古川市野口町
東加古川ハイタウン団地管理組合
やすらぎ広場

加古川市平岡町

みどり丘保育園駐車場 高砂市緑丘
浜の宮中学校駐車場 加古川市別府町
平岡中学校駐車場 加古川市平岡町
共立会病院駐車場 加古川市米田町

東播磨

学校・公園の植樹

団地内の植樹

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

駐車場の芝生化

学校・公園の植樹

阪神北

団地内の植樹

施設敷地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

ひろばの芝生化
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西脇さくら保育園 西脇市黒田庄町
馬廻グラウンド 加東市上滝野

道路・河川沿いの植樹 東条湖周辺 加東市
三木市立みなぎ台小学校 三木市吉川町
みどり保育所 多可町中区
日本のへそ日時計の丘公園
オートキャンプ場多目的広場

西脇市黒田庄町

滝野温泉ぽかぽ 加東市下滝野
網引町営農センター 加西市網引町
葉多町グランド 小野市葉多町
横屋農村公園広場 多可町八千代区

駐車場の芝生化 オークタウン加西駐車場 加西市鴨谷町
屋上緑化 みどり保育所 多可町中区

置塩城跡山麓公園 姫路市夢前町
山田町農村交流広場 姫路市山田町
妻鹿小学校 姫路市飾磨区
行重地内　柿山 姫路市香寺町
清水公園 姫路市家島町
清水寺公園 神河町長谷
砥峰高原 神河町川上
大善寺　境内 福崎町大貫
上田中広場 市川町上田中

施設敷地内の植樹 永勝寺駐車場及びグラウンド駐車場 市川町上田中
姫路バイパス高架下 下野地区 姫路市広畑区
千姫の小道 姫路市本町
市川・犬見川のり面（重行区内） 神河町長谷
犬見川・足尾川のり面（大川原地内） 神河町長谷
高浜保育所園庭 姫路市飾磨区
飾磨西保育所園庭 姫路市飾磨区
香呂こども園 園庭 姫路市香寺町
姫路聴覚特別支援学校 校庭 姫路市本町
谷外小学校 校庭 姫路市飾東町
豊岡グラウンド 姫路市夢前町
行重集落センターひろば 姫路市香寺町
田野総合広場 姫路市香寺町
山田町農村交流広場 姫路市山田町
菅生台第一公園 姫路市菅生台
菅生台第二公園 姫路市菅生台
田井西公園 姫路市書写
清水寺公園 神河町長谷
上田中広場 市川町上田中
市川河川敷美佐地内 市川町美佐
弥勒寺（第二）駐車場 姫路市夢前町
性海寺駐車場 姫路市夢前町
性海寺第２駐車場 姫路市夢前町
宝積院駐車場 姫路市夢前町
宝積院第２駐車場 姫路市夢前町
久畑地区集会場駐車場 姫路市香寺町
行重集落センター駐車場 姫路市香寺町
高野神社駐車場 姫路市香寺町
T&K企画株式会社駐車場 姫路市飾磨区
飾磨区宮駐車場 姫路市飾磨区
仁寿園造園緑地（株）駐車場 姫路市白浜町
賢明女子学院駐車場 姫路市本町
山田町農村交流広場 姫路市山田町
破磐神社駐車場 姫路市西脇
西中島駐車場 姫路市西中島
大善寺駐車場 福崎町大貫
西野区公民館駐車場 福崎町南田原
西源寺駐車場 福崎町南田原
砥峰高原駐車場 神河町川上
永勝寺駐車場 兼 グランド駐車場 市川町上田中

駐車場の芝生化

中播磨

学校・公園の植樹

道路・河川沿いの植樹

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

学校・公園の植樹

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

北播磨
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あおば幼稚園 園庭 相生市青葉台
細野健康広場 上郡町細野
龍野公園 たつの市龍野町
太田小学校駐車場 太子町東出

施設敷地内の植樹 新宮宮内遺跡 たつの市新宮町
町道休治高田線のり面 上郡町休治
国道２号道路敷 相生市竜泉町
千種高校テニスコート（サブグランド） 宍粟市千種町
千種小学校 校庭 宍粟市千種町
くりのみ保育園 園庭 宍粟市山崎町
山崎小学校 校庭 宍粟市山崎町
神戸小学校　校庭 宍粟市一宮町
播磨高原東中学校 校庭 たつの市新宮町
揖西東幼稚園 中庭 たつの市揖西町
誉田小学校 校庭 たつの市誉田町
西楽保育園 園庭 たつの市神岡町
室津小学校 校庭 たつの市御津町
相生学院高等学校 校庭 相生市野瀬
若狭野小学校 校庭 相生市若狭野町
塩屋小学校 校庭 赤穂市古浜町
新宮リバーパーク たつの市新宮町
林田川河川敷多目的広場 たつの市神岡町
矢野川堤防（八洞） 相生市若狭野町
矢野川堤防（出） 相生市若狭野町
矢田谷邸 相生市若狭野町
竹万第３公園 上郡町竹万
認定こども園まあや学園
北側通路 兼 駐車場

たつの市揖保川町

保育園南駐車場 たつの市神岡町
たんぽぽ保育園 たつの市龍野町
宍粟市立山崎東中学校 宍粟市山崎町
太子町立太田小学校 太子町東出
たんとう花公園 豊岡市但東町
日高防災公園 まゆの里 豊岡市日高町
おおや農村公園 養父市大屋町

施設敷地内の植樹 朝来市石田地内大歳神社周辺 朝来市石田
カフェオンザロード
南側から東側にかけての山林

豊岡市但東町

県単農道（但東町側の一部）の両脇及
び奥矢根川（天満宮周辺から奥矢根
川河口付近）の両側

豊岡市但東町

県道２５５号線沿道 養父市奥米地
豊岡市立日高東中学校 校庭 豊岡市日高町
豊岡市立三方小学校 校庭 豊岡市日高町
養父市立八鹿小学校 校庭 養父市八鹿町
養父市立広谷小学校 校庭 養父市広谷
日高防災公園 まゆの里 豊岡市日高町
カフェオンザロード
南側から東側にかけての山林

豊岡市但東町

高中自治会公園（宅地跡） 養父市奥米地
カフェオンザロード西側駐車場 豊岡市但東町
岩本神社表参道駐車場 豊岡市但東町
豊岡市中筋公民館駐車場 豊岡市土渕

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

西播磨

但馬

学校・公園の植樹

道路・河川沿いの植樹

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

校園庭の芝生化

学校・公園の植樹

道路・河川沿いの植樹
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北和田自治会墓地公園 丹波市山南町
かわも広場 丹波市春日町
社会福祉法人 市島福祉会
認定こども園 いちじまこども園

丹波市市島町

伊尼神社駐車場 丹波市氷上町
高山寺 丹波市氷上町
瑞雲寺駐車場 丹波市青垣町
丹波市柏原支所 駐車場 丹波市柏原町

道路・河川沿いの植樹 犬岡区山端の通学路 丹波市氷上町

校園庭の芝生化
社会福祉法人 氷上福祉会
認定こども園ふたば

丹波市氷上町

自治会グラウンド 丹波市氷上町
自治会広場 丹波市氷上町
瑞雲寺駐車場 丹波市青垣町
やまびこセンター「萬歳山」 丹波市青垣町
長沢エコ市民センター（旧長沢保育園） 淡路市長沢
生田村水車公園
（水車・産地直売所・ホタルカフェ）

淡路市生田田尻

（宗）松栄寺周辺 洲本市中川原町
マンション「メゾンM」の駐車場敷地 洲本市小路谷
南あわじ市立辰美小学校 南あわじ市津井

道路・河川沿いの植樹 市道阿那賀５１号線の両脇 南あわじ市阿那賀
南あわじ市立辰美小学校 南あわじ市津井
松帆南保育園 園庭 南あわじ市松帆

ひろばの芝生化 長沢エコ市民センター（旧長沢保育園） 淡路市長沢
濱野邸所有地 淡路市富島
関西総合リハビリテーション
専門学校来客用駐車場

淡路市志筑新島

食房NICE 淡路市野島蟇浦
中山邸所有地 洲本市栄町
宇山ガーデンパーク 洲本市宇山

屋上緑化

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・所有地の植樹・駐車場の植樹など
街路樹の植樹・のり面，緑地の植樹など
校庭の芝生化・園庭の芝生化
公園，広場，グラウンドなどの芝生化
駐車場の芝生化
建築物の屋上緑化

施設敷地内の植樹
道路・河川沿いの植樹
校園庭の芝生化
ひろばの芝生化
駐車場の芝生化

緑化区分 緑化内容
学校・公園の植樹
団地内の植樹

（備考）緑化区分の定義

　○平成26年度緑化実績：２４５件（植樹本数：約７４，８００本　芝生化面積：約７６，３００㎡）

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹

ひろばの芝生化

丹波

淡路

施設敷地内の植樹

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化


