
名称 所在地
神戸市教育委員会用地(その3) 神戸市北区惣山町
西郷川河口公園 神戸市灘区摩耶海岸通
名谷あじさい公園 神戸市垂水区名谷町
若草町西公園 神戸市須磨区若草町
兵庫県立東灘高等学校 神戸市東灘区深江浜町
神戸市立西神中学校 神戸市西区竹の台
桜が丘公園及び緑道 神戸市西区桜が丘
学校法人西神学園いりえ幼稚園 神戸市西区狩場台
獅子が池ふれあい市民緑地 神戸市長田区一里山町他
寿公園 神戸市灘区高徳町
都賀川公園 神戸市灘区下河原通
兵庫県立北須磨高等学校 神戸市須磨区友が丘
兵庫県立須磨友が丘高等学校 神戸市須磨区友が丘
ワコーレヴェルデ御崎公園 神戸市兵庫区吉田町
ブルックス神戸 神戸市中央区中尾町
マイコート樫野台 神戸市西区樫野台
ハーティス神戸ハーバーウエスト 神戸市兵庫区南仲町
神戸海岸通ハーバーフラッツ 神戸市中央区脇浜海岸通
サンタウン御屋敷通 神戸市垂水区御屋敷通
ポートアイランド住宅 神戸市中央区港島中町
パーク・ハイム六甲大和町 神戸市灘区大和町
イーストコート7番街 神戸市向洋町中
摩耶シーサイドプレイスフェアコースト 神戸市灘区摩耶海岸通
須磨パークヒルズD棟前三角広場 神戸市須磨区道正台
オーク・スクエア西神中央 神戸市西区樫野台
研究学園(5)団地 神戸市西区学園西町
三精テクノロジーズ(株)神戸事業所 神戸市北区赤松台
多聞台地域福祉センター 神戸市垂水区多聞台
(株)フェリシモ 神戸市須磨区弥栄台

道路・河川沿いの植樹 鶴甲2～4丁目 神戸市灘区鶴甲
神戸大学深江グラウンド 神戸市東灘区深江南町
学校法人兵庫カトリック学園小さき花の園幼稚園 神戸市籠池通
神戸市教育委員会用地(その3) 神戸市北区惣山町
摩耶シーサイドプレイスフェアコースト 神戸市灘区摩耶海岸通
摩耶シーサイドプレイスウエスト西側駐車場 屋上 神戸市灘区摩耶海岸通
株式会社オフテクス 屋上 神戸市中央区港島南町
尼崎市立浜田小学校 尼崎市浜田町
七松緑地 尼崎市七松町
西宮市立西宮高等学校 西宮市高座町
西宮市立高木小学校 西宮市高木西町
西宮市立鳴尾中学校 西宮市甲子園八番町
西宮市立高須中学校 西宮市高須町
西宮市立樋ノ口小学校 西宮市樋ノ口町
能登運動公園 西宮市能登町
剣谷第一公園 西宮市柏堂西町
西宮市立山口小学校 西宮市山口町下山口
西宮市立夙川小学校 西宮市久出ヶ谷町
芦屋市立精道小学校 芦屋市精道町
立花グリーンハイツ 尼崎市東難波町
サンハイツ武庫之荘 尼崎市武庫豊町
レスタージュ橘通り緑彩館 尼崎市東難波町

施設敷地内の植樹 生瀬皇太神社の境内 西宮市生瀬町
尼崎市立明城小学校 尼崎市南明城内
西宮市立高須中学校 西宮市高須町
西宮市立樋ノ口小学校 西宮市樋ノ口町
西宮市立生瀬小学校 西宮市生瀬町
サンハイツ武庫之荘 尼崎市武庫豊町
鍋倉公園 西宮市北六甲台
地すべり資料館南西の土地 西宮市仁川百合野町
西宮市立鳴尾中学校 駐車場 西宮市甲子園八番町
西宮市立山口小学校 駐車場 西宮市山口町下山口

阪神南

学校・公園の植樹

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

団地内の植樹

ひろばの芝生化
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神戸

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

施設敷地内の植樹

屋上緑化・壁面緑化
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昆陽南公園 伊丹市山田
星の荘公園 宝塚市星の荘
花のみち・さくら橋公園 宝塚市武庫川町
プロペラ公園拡充地 川西市久代
アスナロの丘公園 三田市けやき台
つつじが丘北２丁目広場（北２丁目公園横） 三田市つつじが丘北
弥生が丘コミュニティ横広場の法面 三田市弥生が丘
自治会館を含む周辺用地 宝塚市山手台東
宗教法人三輪神社 三田市三輪字丸山

道路・河川沿いの植樹 富士が丘緑地 三田市富士が丘
校園庭の芝生化 宝塚南口幼稚園 宝塚市南口

栄町３丁目ゆめ公園 宝塚市栄町
栄町３丁目ゆめ公園遊具広場 宝塚市栄町
自治会館を含む周辺用地 宝塚市山手台東
プロペラ公園拡充地 川西市久代
プロペラ公園拡充地 川西市久代
弥生が丘コミュニティ横広場 三田市弥生が丘
つつじが丘北２丁目広場（北２丁目公園横） 三田市つつじが丘北
加古川市立　別府町幼稚園 加古川市別府町宮田町
認定こども園　真浄寺保育園　園庭 高砂市伊保

団地内の植樹 ユニライフ明石魚住 明石市魚住町鴨池
北山神社 稲美町北山字宮の前
下野谷マザービレッジガーデン 稲美町野寺

修景緑化・生垣 個人宅（生垣） 加古川市西条山手
西神吉認定こども園 加古川市西神吉町大国
ルナキューピットこども園 加古川市加古川町南備後
加古川市立　別府町幼稚園 加古川市別府町宮田町
認定こども園　真浄寺保育園 高砂市伊保
高砂こども園 高砂市高砂町西畑
母里保育園 稲美町野寺
里グラウンド 加古川市平荘町里字池田
神野スポーツ公園 加古川市神野町石守
国岡城ノ池公園 稲美町国岡
国岡田中公園 稲美町国岡
北山神社 稲美町北山字宮の前
下野谷マザービレッジガーデン 稲美町野寺

駐車場の芝生化 ピー・アンド・ジー㈱明石工場 駐車場 明石市二見町南二見
住吉町　中央公民館前広場 小野市住吉町
株式会社ten店舗東側 加西市山下町
北条ならの実こども園の園庭 加西市加西市北条町北条
ラベンダーパーク周辺 多可町加美区轟
浄土寺前広場 小野市浄谷町
国道175号から二葉町に上がる側道周辺 小野市二葉町

校園庭の芝生化 三木市立緑が丘小学校 三木市緑が丘町西

志染中公民館 三木市志染町志染中
久保木町広場 小野市久保木町字広ヶ森
宮前自治会館 駐車場 三木市別所町小林
志染中公民館 駐車場 三木市志染町志染中
住吉町上公民館前広場の一部 小野市住吉町字柳町
来住町公会堂 皿池駐車場 小野市来住町
久保木町公民館 駐車場 小野市久保木町字広ケ森
谷町公民館 駐車場 加西市谷町
馬渡谷町公民館 駐車場 加西市馬渡谷町
山枝町公会堂 駐車場 加西市山枝町
小谷区公民館前広場 駐車場 加西市北条町小谷
鴨谷町公民館 駐車場 加西市鴨谷町
千ノ沢町公会堂 駐車場 加西市倉谷町
大工町公民館 駐車場 加西市大工町寺ノ下
吸谷町公会堂 駐車場 加西市吸谷町
西野々町公民館 駐車場 加西市西野々町
中西公民館 駐車場 加西市大村町
越水町公会堂 駐車場 加西市越水町
㈱平尾工務店 本社駐車場 加東市天神字畑中

東播磨

学校・公園の植樹

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

阪神北

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹

ひろばの芝生化

施設敷地内の植樹

北播磨

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

学校・公園の植樹

道路・河川沿いの植樹
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地域 緑化内容区分
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植木野スポーツ広場 姫路市安富町植木野
網干区新在家自治会墓地 姫路市網干区新在家字福戎
市川町健康広場公園法面 市川町美佐字丸山
大川原区墓地公園及び町道法面 神河町長谷
大川原区墓地公園及び町道法面 神河町長谷
安志北の台調整池進入路法面 姫路市安富町安志
福崎町道902号線北側法面 福崎町高橋
タノシキッズ姫路園 姫路市飾磨区今在家
保育園つぼみ 姫路市白浜町乙
高木公民館前広場 姫路市花田町高木
見野古墳群和光公園 姫路市四郷町見野
見野の郷スポーツ広場 姫路市四郷町見野
個人所有地 福崎町大貫
加治谷区自治会公民館広場 福崎町東田原
医王寺駐車場広場 福崎町高岡
向山墓地 駐車場 姫路市太市中
西部電工株式会社 本社駐車場 姫路市広畑区鶴町
高木公民館 駐車場 姫路市花田町高木
都倉青年会緑の会 駐車場 姫路市飾磨区都倉
八幡公民館 駐車場 姫路市林田町八幡
四郷小学校 臨時駐車場 姫路市四郷町坂元
姫路暁乃里 駐車場 姫路市的形町的形
前原製粉株式会社 駐車場 姫路市青山北
アイベス興産株式会社 駐車場 姫路市北原字宮西
近平町民駐車場 市川町近平
桧谷ふれあい広場 駐車場 福崎町高橋字桧谷
加冶谷区自治会公民館 駐車場 福崎町東田原
醫王寺 駐車場 福崎町高岡
砥峰高原 第２駐車場 神河町川上トノムコ
加生児童遊園地法面 宍粟市山崎町加生
みのりこども園　園庭 宍粟市山崎町高下字稲田
国指定史跡　「新宮宮内遺跡」 たつの市新宮町新宮宮内
龍野公園内 たつの市龍野町中霞城
相生学院高等学校 相生市野瀬
神部小学校 たつの市揖保川町黍田
加生児童遊園地法面 宍粟市山崎町加生
中山広場 宍粟市山崎町三谷
段之上会館広場 たつの市新宮町段之上
大門公民館広場 たつの市揖保川町大門
東出児童公園 太子町東出字丹生山
結城建設 新事務所 駐車場 赤穂市山手町
加生公民館 駐車場 宍粟市山崎町加生
高下自治会館 駐車場 宍粟市山崎町高下
田井農村広場 駐車場 宍粟市山崎町田井
本條自治会 駐車場 たつの市揖保川町二塚
亀山会館 駐車場 たつの市新宮町下野田
段之上会館 駐車場 たつの市新宮町段之上
大門公民館 駐車場 たつの市揖保川町大門
（仮称）ファミリーマート光都テクノポリス店 駐車場 上郡町光都

中播磨

学校・公園の植樹

道路・河川沿いの植樹

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

校園庭の芝生化

西播磨

学校・公園の植樹

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化
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学校・公園の植樹 赤花農村公園 豊岡市但東町赤花
旧建屋小学校グラウンド 養父市建屋
夢の里公園広場 朝来市生野町黒川区

駐車場の芝生化 豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園 駐車場 豊岡市山王町
殿町グランド周辺 丹波篠山市殿町
柏原駅前花壇 丹波市柏原町柏原掛矢
荒神須賀神社 丹波市氷上町日比宇
桂谷寺内 丹波市春日町野上野
しろやま交流館 丹波市春日町黒井
的場街道法面 丹波市春日町黒井小山区内
県道77号線(篠山山南線)及び市道谷川高座
線交差附近緑地

丹波市山南町谷川字踊場

校園庭の芝生化 認定こども園いちじまこども園 丹波市市島町上垣
殿町グランド周辺 丹波篠山市殿町
辰巳公民館 丹波篠山市今田町辰巳字向水谷ノ坪

鳳凰苑 丹波篠山市河原町
駐車場の芝生化 殿町グランド周辺駐車場 丹波篠山市殿町字蕪ヶ谷坪

洲本市由良４丁目（臨港道路植樹帯） 洲本市洲本市由良
休耕田 淡路市淡路市多賀
尾崎ふれあい香華庭園 淡路市淡路市尾崎
生田村交流ひろば 淡路市淡路市生田畑
志筑保育園ポタジェ 淡路市淡路市志筑
毎日食堂ひろば 南あわじ市松帆櫟田
多賀821-2　休耕田 淡路市淡路市多賀
尾崎ふれあい香華庭園 淡路市淡路市尾崎
生田村交流ひろば 淡路市淡路市生田畑
生田村交流ひろば 駐車場 淡路市生田畑
イベント広場 駐車場 淡路市北山
神宮寺 駐車場 淡路市江井字佃

個人宅の生垣、土取り跡修景など

屋上緑化 建築物の屋上緑化

修景緑化・生垣

丹波

ひろばの芝生化
淡路

ひろばの芝生化但馬

駐車場の芝生化

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹

ひろばの芝生化

学校・公園の植樹

道路・河川沿いの植樹

校園庭の芝生化 校庭の芝生化・園庭の芝生化
ひろばの芝生化 公園・広場・グラウンドなどの芝生化
駐車場の芝生化 駐車場の芝生化

大規模都心緑化 人口集中地区内駅周辺まとまった都市空間の緑化

団地内の植樹 団地の緑化・戸建住宅用地の植樹・マンションの植樹など
施設敷地内の植樹 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
道路・河川沿いの植樹 街路樹の植樹・のり面・緑地の植樹など

○平成30年度緑化実績：２０１件（植樹本数：約５４，２００本　芝生化面積：約５３，９００㎡）

（備考）緑化区分の定義

緑化区分 緑化内容
学校・公園の植樹 学校内の植樹・園庭の植樹・公園の緑化・緑地内の緑化など


