
名称 所在地
星の杜こども園 神戸市北区鹿の子台南町
神戸市立六甲アイランド高校 神戸市東灘区向洋町中
灘高校体育館東側 神戸市東灘区甲南町
北野町広場、北野坂花壇 神戸市中央区北野町
住吉本町小公園 神戸市東灘区住吉本町
神戸青少年公園及びその沿道 神戸市北区淡河町中山・野瀬字南山
ひよどり台6号周辺緑地 神戸市北区ひよどり台
平磯緑地 神戸市垂水区平磯
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
ライオンズマンション西神中央 神戸市西区糀台
イトーピア神戸ポートアイランド 神戸市中央区港島
ハイライフ春日台 神戸市西区春日台
モンセーヌ西神南 神戸市西区井吹台東町
住吉川東パークホームズ 神戸市東灘区魚崎南町
魚崎グリーンハイツ 神戸市東灘区魚崎南町
ロイヤル六甲台 神戸市灘区六甲台町
ウエストコート4番街 神戸市東灘区向洋町中
東灘コーストアヴェニュー参番館 神戸市東灘区青木
イーストコート4番街戸建地区 神戸市東灘区向洋町中
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
中落合第2住宅 神戸市須磨区中落合
D'グラフォート神戸三宮タワー 神戸市中央区八幡通

施設敷地内の植樹 無動寺 神戸市北区山田町福地新池
道路・河川沿いの植樹 道路敷 神戸市西区学園西町

県立神戸聴覚特別支援学校中庭 神戸市垂水区福田
明舞幼稚園 神戸市垂水区狩口台

屋上緑化 須磨パティオ1番館屋上 神戸市須磨区中落合
むしっこ保育園 西宮市薬師町
西宮市立瓦木中学校 西宮市薬師町
西宮市立西宮浜小学校 西宮市西宮浜
西宮市立上ヶ原中学校 西宮市上ヶ原九番町
西宮市立小松小学校 西宮市小松東町
西宮市立甲子園浜小学校 西宮市古川町
西宮市立安井小学校 西宮市安井町
西宮市立平木中学校 西宮市平木町
尼崎市立武庫中学校校庭 尼崎市武庫元町
尼崎市立南武庫之荘中学校 校庭 尼崎市南武庫之荘
尼崎北小学校 校庭 尼崎市塚口町
尼崎市立七松小学校 校庭 尼崎市南七松町
尼崎市立園和北幼稚園 園庭 尼崎市南園田町
尼崎市立大島小学校 校庭 尼崎市稲葉荘
尼崎市立立花小学校 校庭 尼崎市栗山町
尼崎市立水堂小学校 校庭 尼崎市水堂町
ゆりのガーデン 西宮市仁川百合野町
大畑公園 西宮市大畑町
コミュニティガーデンイン本町 西宮市本町
堀切公園 西宮市中浜町
・西宮市目神山緑地公園の東部
・目神山自治会館やまびこの家

西宮市甲陽園目神山町

東山公園 芦屋市東山町
芦屋市総合公園 芦屋市光陽町
杜のまち 西宮市西宮浜
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
パークハイム甲子園二見町 西宮市二見町

施設敷地内の植樹 日野神社 西宮市日野町
道路・河川沿いの植樹 船坂、鯉塚橋南側右岸緑地帯 西宮市山口町船坂

むしっこ保育園 園庭 西宮市薬師町
県立鳴尾高等学校 校庭 西宮市文殿町
県立芦屋高等学校 校庭 芦屋市宮川町

ひろばの芝生化 杭瀬第6団地 尼崎市常光寺

地域 緑化内容区分
実施箇所

平成27年度　県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

神戸

阪神南

学校・公園の植樹

団地内の植樹

校園庭の芝生化

学校・公園の植樹

校園庭の芝生化

団地内の植樹
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三田市立富士中学校 三田市富士が丘
県立伊丹高等学校 伊丹市緑丘
伊丹市立摂陽小学校 伊丹市昆陽南
猪名川町立猪名川小学校 猪名川町柏梨田

団地内の植樹 ウェルスクエア伊丹 伊丹市平松
宝塚すみれ発電3号機 宝塚市山手台東
モールラフィーネ 三田市富士が丘
素盞鳴神社 猪名川町広根字火打山
大和第2自治会館 川西市大和西

道路・河川沿いの植樹 逆瀬台5丁目・6丁目市道植樹帯 宝塚市逆瀬台
宝塚市立宝梅中学校 校庭 宝塚市宝梅
東洋食品工業短期大学 川西市南花屋敷

駐車場の芝生化 桜が丘小学校駐車場 川西市日高町
スイートキューピット保育園 明石市大久保町茜
人丸幼稚園 明石市東人丸町
大窪丁田公園 明石市大久保町大窪丁田
里小山ふるさと公園 加古川市平荘町里字小山
城ノ池公園 稲美町国岡
グランプレステージ西明石 明石市大久保町谷八木
パレス朝霧 明石市松が丘北町
南王子団地 明石市南王子町
オリーブハイツ土山 播磨町上野添

施設敷地内の植樹 下野谷自治会墓地 稲美町野寺
どんぐり公園（道路のり面） 加古川市尾上町長田
千波池堤防 稲美町国岡

校園庭の芝生化 スイートキューピット保育園 園庭 明石市大久保町茜
明石海浜公園 明石市二見町南二見
南王子団地 明石市南王子町
井ノ口西集会所 加古川市上荘町井ノ口
里小山ふるさと公園 加古川市平荘町里字小山
高砂北部子ども支援センター広場 高砂市米田町島
城ノ池公園 稲美町国岡
オリーブハイツ土山 播磨町上野添
スイートキューピット保育園駐車場 明石市大久保町茜
ハンプティダンプティ保育園駐車場 明石市二見町西二見
共立会病院駐車場 加古川市米田町平津

学校・公園の植樹 善防こども園 加西市西笠原町
多井田霊園 加東市多井田字長坂
越水町自治会公民館 加西市越水町
東条湖周辺地区 加東市黒谷地区、廻渕地区
小野市道2127号線の道路敷 小野市高田町

校園庭の芝生化 東吉川小学校 校庭 三木市吉川町市野瀬
ひろばの芝生化 越水町自治会公民館 加西市越水町
駐車場の芝生化 フラワーマイスターみき駐車場 三木市上の丸町

施設敷地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

学校・公園の植樹

阪神北

東播磨

北播磨

学校・公園の植樹

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

団地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

施設敷地内の植樹

校園庭の芝生化



名称 所在地
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柿山 姫路市香寺町行重
西大貫ふれあい公園 福崎町大貫
憩いの広場 福崎町大貫
エコパークあぼし 姫路市網干区網干浜
庄自治会公民館 姫路市飾東町庄
河原邸 姫路市余部区上余部
足尾の滝駐車場法面 神河町長谷

道路・河川沿いの植樹 犬見川のり面 神河町長谷
校園庭の芝生化 田原小学校 校庭 福崎町西田原

石倉峯相の里 姫路市石倉
大歳神社 姫路市夢前町寺
豊岡グラウンド 姫路市夢前町豊岡
破磐神社駐車場のり面 姫路市西脇
一原神社前広場 姫路市香寺町広瀬
いこいの広場 姫路市香寺町広瀬
向山公園 姫路市太市中
中仁野芝生公園 姫路市香寺町中仁野字藤原
大坪公民館 姫路市夢前町寺
植木野子供広場 姫路市植木野森ノ元
環境緑地帯 姫路市夢前町前之庄
光寿園ひろば 姫路市夢前町塩田
杤原北ふれあい広場 姫路市安富町杤原
瀬川公園 姫路市安富町瀬川
矢田部子供ひろば 姫路市香寺町矢田部
清水公園 姫路市家島町宮字清水
石妙寺駐車場 市川町北田中
西大貫ふれあい公園 福崎町大貫
憩いの広場 福崎町大貫
かんざきピノキオ館 神河町山田
日啓寺駐車場 神河町上岩
大河グラウンド 神河町大河
農村公園 神河町長谷
六角大年神社駐車場 姫路市六角
庄自治会公民館駐車場 姫路市飾東町庄
宝積院駐車場 姫路市夢前町前之庄
破磐神社駐車場 姫路市西脇
大坪公民館駐車場 姫路市夢前町寺
株式会社アスノ社員及び来客駐車場 姫路市飾磨区上野田
中仁野臨時駐車場 姫路市香寺町中仁野字藤原
妙福寺駐車場 姫路市安富町瀬川
本誓寺駐車場 姫路市夢前町護持
教正寺駐車場 市川町小谷
石妙寺駐車場 市川町北田中
千原公民館駐車場 市川町千原
信光寺駐車場 市川町千原
西大貫公民館第2駐車場 福崎町大貫
神谷区自治会屋台庫駐車場 福崎町高岡
砥峰高原駐車場 神河町川上トノムコ
徹心寺駐車場 神河町福本
安楽寺駐車場 神河町山田
福本区消防詰所前駐車場 神河町福本
粟賀町北広場駐車場 神河町粟賀町
日啓寺駐車場 神河町上岩
大河グラウンド駐車場 神河町大河

施設敷地内の植樹

駐車場の芝生化

中播磨

学校・公園の植樹

ひろばの芝生化
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相生学院高等学校 校庭 相生市野瀬
ちくさ杉の子こども園 園庭 宍粟市千種町千草
山崎東中学校 宍粟市山崎町三津
山崎小学校 宍粟市山崎町鹿沢
段ちびっこえん 園庭 宍粟市山崎町段
上津中学校 佐用町下徳久
龍野公園 たつの市龍野町中霞町
荒神山（若宮神社）西斜面 相生市那波野
三日月藩乃井野陣屋跡 佐用町乃井野

道路・河川沿いの植樹 町道のり面 上郡町休治
相生学院高等学校 校庭 相生市野瀬
矢野小学校 校庭 相生市矢野町上
誉田小学校 校庭 たつの市誉田町広山
播磨高原東中学校 校庭 たつの市新宮町光都
越部幼稚園 園庭 たつの市新宮町船渡
山崎小学校 校庭 宍粟市山崎町鹿沢
神野小学校 校庭 宍粟市山崎町田井
段ちびっこえん 園庭 宍粟市山崎町段
ちくさ杉の子こども園 園庭 宍粟市千種町千草
千種小学校 校庭 宍粟市千種町千草
有年中学校 校庭 赤穂市東有年
石海小学校 中庭 太子町福地
太子東中学校 校庭 太子町太田
佐用保育園 園庭 佐用町長尾
利神保育園 園庭 佐用町平福
矢野川堤防 相生市若狭野町八洞
ポート公園内市制50周年記念碑設置場所 相生市旭
林田川河川敷多目的広場 たつの市神岡町寄井
竹万第一公園 上郡町竹万
金出地ダム周辺整備用地 上郡町金出地
たんぽぽ保育園駐車場 たつの市龍野町小宅北島ノ本
山本邸駐車場 たつの市揖保町中臣
有年中学校中庭駐車場 赤穂市東有年
あじさい園 豊岡市但東町奥赤
中筋地区公民館 豊岡市土渕
岩本神社表参道駐車場 豊岡市但東町小谷
森脇神社東側 香美町村岡区森脇
赤崎地区公民館グラウンド 新温泉町赤崎
南部農道周辺 豊岡市但東町東中
主要地方道日高竹野線歩道緑地帯 豊岡市竹野町竹野字引舟
市道十二所稲津線沿線 養父市十二所字久留角
一級河川円山川水系大屋川河川敷地内 養父市大屋町中
旧射添中学校用地及び湯舟川河川敷地内 香美町村岡区川会
みかたの森こども園 園庭 豊岡市日高町栗山
招福こども園 園庭 朝来市山東町溝黒
大松広場 養父市草出字フルヤ
与布土区公民館グラウンド 朝来市山東町与布土
今子浦集団施設地区内 香美町香住区境
萩山地区県有地 香美町村岡区萩山字平田
旧射添中学校用地及び湯舟川河川敷地内 香美町村岡区川会
境区運動公園 新温泉町境
前観音堂広場 新温泉町前
旭町ふれあい広場 新温泉町浜坂旭
田君川バイカモ公園 新温泉町栃谷
藤尾集会所周辺及び藤尾多目的グラウンド 新温泉町藤尾
中筋地区公民館駐車場 豊岡市土渕
社会福祉法人かるべの郷福祉会駐車場 養父市十二所

施設敷地内の植樹

校園庭の芝生化

学校・公園の植樹

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

西播磨

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

施設敷地内の植樹

但馬
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学校・公園の植樹 崇広小学校裏山緑地 丹波市柏原町
篠山市民センター ハーブガーデン 篠山市黒岡
高山寺本堂周辺斜面地 丹波市氷上町常楽
神楽会館 丹波市青垣町文室
水分れ公園駐車場 丹波市氷上町石生
桂谷寺境内の斜面・駐車場の緑化 丹波市春日町野上野
市営キャンプ場駐車場跡地・近畿自然歩道沿い 篠山市丸山字河原田ノ坪
国道372号沿小多田花壇 篠山市小多田六ノ坪
篠山小学校小運動場 篠山市北新町
社会福祉法人和田福祉会認定こども園わだ 丹波市山南町和田
関西看護医療大学 淡路市志筑
南あわじ市立辰美小学校 南あわじ市津井
八木保育所 南あわじ市八木鳥井

団地内の植樹 浜北コミュニティ 淡路市郡家
下田海浜公園（グリーンビーチ） 淡路市下田
草香北公会堂 淡路市草香北
日光寺墓地 南あわじ市松帆櫟田
うめ丸 南あわじ市阿那賀
国分寺 南あわじ市国分
黒田池のり面 淡路市志筑字石畑
郡家川 淡路市郡家
市道阿那賀51号線 南あわじ市阿那賀
株式会社ピーエムシー 淡路市志筑
関西看護医療大学 淡路市志筑
下田海浜公園（グリーンビーチ） 淡路市下田
草香北公会堂 淡路市草香北

駐車場の芝生化 長沢エコ市民センター駐車場 淡路市長沢

施設敷地内の植樹

丹波

淡路

ひろばの芝生化

道路・河川沿いの植樹

道路・河川沿いの植樹

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹

校園庭の芝生化

緑化区分
学校・公園の植樹
団地内の植樹

（備考）緑化区分の定義

　○平成27年度緑化実績：２４３件（植樹本数：約６９，２００本　芝生化面積：約５９，１００㎡）

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

建築物の屋上緑化
駐車場の芝生化
公園・広場・グラウンドなどの芝生化
校庭の芝生化・園庭の芝生化
街路樹の植樹・のり面・緑地の植樹など
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
団地の緑化・戸建住宅用地の植樹・マンションの植樹など
学校内の植樹・園庭の植樹・公園の緑化・緑地内の緑化など

緑化内容


