
名称 所在地
兵庫県立東灘高等学校 神戸市東灘区深江浜町
神戸市教育委員会用地 神戸市北区惣山町
寿公園 神戸市灘区楠丘町
桜ヶ丘公園及び緑道 神戸市西区桜が丘中町
神戸市立美賀多台小学校植栽工事 神戸市西区美賀多台
エルヴェール神戸本山南町アーバンライフ 神戸市東灘区本山南町
ア・ラヴリ西神南団地 神戸市西区井吹台西町
ブルックス神戸 神戸市中央区中尾町
イーストコート7番街 神戸市東灘区向洋町
ポートアイランド住宅 神戸市中央区港島中町
サンタウン御屋敷通 神戸市長田区御屋敷通
摩耶シーサイドプレイスイースト 神戸市灘区摩耶海岸通
イーストコート4番街戸建地区 神戸市東灘区向洋町
ソフィア西神中央 神戸市西区糀台
ディーグラフォート神戸三宮タワー 神戸市中央区八幡通
イトーピア御影ル・ヴェール 神戸市東灘区御影山手
ウエストコート5番街 神戸市東灘区向洋町中
神戸パークシティ 神戸市中央区港島中町
御影タワーレジデンス 神戸市東灘区御影中町
三精テクノロジーズ㈱神戸事業所 神戸市北区赤松台
㈱ナード研究所　神戸営業所 神戸市中央区港島
㈱フェリシモ 神戸市須磨区弥栄台

道路・河川沿いの植樹 獅子ヶ池ふれあい市民緑地 神戸市長田区一里山町他
幼保連携型小束山認定こども園 神戸市垂水区小束山本町
兵庫県立東灘高等学校 神戸市東灘区深江浜町
神戸大学深江グランド 神戸市東灘区深江南町

ひろばの芝生化 神戸市教育委員会用地 神戸市北区惣山町
新場公会堂駐車場 神戸市西区岩岡町
木津公会堂駐車場 神戸市西区押部谷町

屋上緑化・壁面緑化 エスペック㈱神戸Ｒ＆Ｄセンター 神戸市北区鹿の子台南町
園和北保育園 尼崎市東園田町
尼崎市立浜田小学校 尼崎市浜田町
幼保連携型認定こども園ベビー・メーソン 尼崎市武庫元町
尼崎市立立花幼稚園 尼崎市栗山町
西宮市立今津中学校 西宮市今津二葉町
西宮市立子育て総合センター付属あおぞら幼稚園 西宮市津田町
西宮市立上ケ原小学校 西宮市上ケ原二番町
西宮市立山口小学校 西宮市山口町下山口
西宮市立苦楽園中学校 西宮市苦楽園三番町
東の森　西エリア 西宮市戸崎町
西宮市立上甲子園中学校 西宮市上甲子園
西宮市立樋ノ口小学校 西宮市樋ノ口町
東山公園 芦屋市東山町
アズワンコティ 尼崎市田能
パレス南塚口 尼崎市尾浜町
ファミール甲子園上鳴尾 西宮市上鳴尾町
富松神社 尼崎市富松町
宗教法人鷲林寺 西宮市鷲林寺
生瀬皇太神社の境内 西宮市生瀬町

道路・河川沿いの植樹 北側遊歩道 西宮市名塩さくら台
みどり野保育園園庭 尼崎市東難波町
園田学園女子大学第１グラウンド 尼崎市南塚口町
西宮市立子育て総合センター付属あおぞら幼稚園 西宮市西宮市津田町
西宮市立生瀬小学校 西宮市生瀬町
西宮市立山口小学校駐車場 西宮市山口町
西宮市立苦楽園中学校駐車場 西宮市苦楽園三番町

大規模都心緑化 尼崎市東向島地区大規模緑地 尼崎市東向島西之町

阪神南

学校・公園の植樹

団地内の植樹

施設敷地内の植樹

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

令和元年度　県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

地域 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

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

神戸



名称 所在地

令和元年度　県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

地域 緑化内容区分
実施箇所

伊丹市立天王寺川中学校 伊丹市鴻池
兵庫県立伊丹高等学校 伊丹市緑ヶ丘
笹原公園 伊丹市車塚
鋳物師公園 伊丹市鋳物師
伊丹市立笹原小学校 伊丹市南野
瑞穂緑地 伊丹市瑞ヶ丘
宝塚市立光ガ丘中学校 宝塚市光ガ丘
花のみち・さくら橋公園 宝塚市武庫川町
川西市立桜が丘小学校 川西市日高町
すずかけ台公園 三田市すずかけ台
はじかみ池公園 三田市あかしあ台

団地内の植樹 伊丹春日丘アーバンコンフォート 伊丹市春日丘
施設敷地内の植樹 セブンスデー・アドベンチスト三田キリスト教会・聖書研究会（庭園） 三田市下深田
道路・河川沿いの植樹 伏見台11号緑地 猪名川町伏見台

伊丹市立笹原小学校 伊丹市南野
宝塚市立光ガ丘中学校 宝塚市光ガ丘
セブンスデー・アドベンチスト三田キリスト教会・聖書研究会（庭園） 三田市下深田
個人宅 猪名川町木津
太寺保育園　園庭 明石市太寺
ピュアキューピットこども園 加古川市平岡町
神野スポーツ公園 加古川市神野町
加古川市立加古川小学校 加古川市加古川町
ちいろば保育園　園庭広場 加古川市加古川町

団地内の植樹 サウススクエア周辺 明石市大久保町
施設敷地内の植樹 琴池グランド 稲美町国安琴池
道路・河川沿いの植樹 琴池遊歩道 稲美町国安琴池

太寺保育園　園庭 明石市太寺
西神吉認定こども園 加古川市西神吉町
ピュアキューピットこども園 加古川市平岡町
都台こども園ひろば 加古川市上荘町
ちいろば保育園　園庭広場 加古川市加古川町
認定こども園真浄寺保育園　園庭 高砂市伊保
里グラウンド 加古川市平荘町里
のじぎく公園 高砂市高砂町浜田町
琴池グランド 稲美町国安琴池

駐車場の芝生化 高砂市立宝殿中学校駐車場 高砂市米田町
北池グランドひろば 西脇市黒田庄町
西垂水公民館広場 加東市西垂水
ラベンダーパーク周辺 多可町加美区轟
かたせ桜回廊 多可町八千代区

施設敷地内の植樹 久保木町公民館駐車場 小野市久保木町
西脇市立しばざくら幼稚園 西脇市和田町
西脇市立西脇小学校 西脇市西脇
三木市立三木小学校 三木市大塚
北池グランドひろば 西脇市黒田庄町
寺内児童公園 西脇市寺内
志染中公民館 三木市志染町
鹿野町公民館 小野市鹿野町
西野々町公民館 加西市西野々町
西垂水公民館広場 加東市西垂水
北池グランド駐車場 西脇市黒田庄町
前坂中駐車場 西脇市黒田庄町
北公園駐車場 西脇市黒田庄町
志染中公民館駐車場 三木市志染町
小野市黍田地区多目的研修集会施設駐車場 小野市黍田町
久保木町公民館駐車場 小野市久保木町
住吉町中央公民館前広場駐車場 小野市住吉町
千ノ沢町公会堂駐車場 加西市倉谷町
小印南町公会堂駐車場 加西市小印南町
大工町公民館駐車場 加西市大工町
吸谷町公会堂駐車場 加西市吸谷町
谷町公民館駐車場 加西市谷町
西野々町公民館駐車場 加西市西野々町
谷町自治会駐車場 加西市谷町
西谷東町営農倉庫前広場駐車場 加西市西谷町

学校・公園の植樹

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

東播磨

学校・公園の植樹

北播磨

学校・公園の植樹

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

阪神北

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化



名称 所在地

令和元年度　県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

地域 緑化内容区分
実施箇所

姫ケ丘パーク駐車場 姫路市香寺町
瑠璃こども園グラウンド 姫路市網干区大江島
宮置緑地 姫路市夢前町
馬場池周辺広場 市川町下瀬加
圓福寺境内 姫路市林田町
保喜公民館駐車場・憩いの広場 市川町保喜
余田区公民館駐車場・憩いの広場 福崎町八千種
円照寺境内 福崎町八千種

修景緑化・生垣 前原製粉㈱駐車場横緑地帯 姫路市青山
アイランド保育園園庭 姫路市北原
寺前保育所園庭 神河町寺前
阿保公園 姫路市阿保
姫ケ丘パーク駐車場 姫路市香寺町
書写南スポーツ広場 姫路市書写
加納原田河川敷公園 姫路市花田町
圓福寺境内 姫路市林田町
保喜公民館駐車場・憩いのひろば 市川町保喜
馬場池周辺広場 市川町下瀬加
余田区公民館駐車場・憩いの広場 福崎町八千種
西光寺公民館駐車場 福崎町南田原
円照寺境内 福崎町八千種
山田区新生館広場 神河町山田
姫路市立上鈴総合センター駐車場 姫路市四郷町
姫ケ丘里山ひろば駐車場 姫路市香寺町
姫ケ丘パーク駐車場 姫路市香寺町
四郷学院臨時駐車場 姫路市四郷町
圓福寺駐車場 姫路市林田町
アイベス興産㈱駐車場 姫路市北原字宮西
前原製粉㈱駐車場 姫路市青山北
保育園つぼみ駐車場 姫路市白浜町
保喜公民館駐車場 市川町保喜
馬場池周辺駐車場 市川町下瀬加
近平公民館駐車場 市川町近平
清水地蔵堂駐車場 市川町東川辺
余田区公民館駐車場 福崎町八千種
西光寺区公民館駐車場 福崎町西光寺
小倉公民館駐車場 福崎町八千種
円照寺駐車場 福崎町八千種
東大貫公民館駐車場 福崎町大貫
南大貫公民館駐車場 福崎町大貫
住吉公園駐車場 福崎町大貫
砥峰高原第２駐車場 神河町川上
山田区新生館駐車場 神河町山田

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

中播磨

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹

校園庭の芝生化



名称 所在地

令和元年度　県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

地域 緑化内容区分
実施箇所

善定自治会運動公園 たつの市新宮町
国指定史跡「新宮宮内遺跡」 たつの市新宮町
龍野公園 たつの市龍野町
稗田自治会公園 上郡町野桑
土万基幹集落センター 宍粟市山崎町
三谷公民館 宍粟市山崎町
田井農村広場 宍粟市山崎町
家原遺跡公園 宍粟市一宮町
宍粟市役所広場 宍粟市山崎町
善定自治会運動公園 たつの市新宮町
中井ふれあい広場 たつの市龍野町
市野保公園広場 たつの市新宮町
稗田自治会公園 上郡町野桑
林崎コミュニティーセンター 佐用町林崎
新宿広場 佐用町末廣
三日月集落「なかよし広場」 佐用町三日月
田井農村広場駐車場 宍粟市山崎町
金谷自治会駐車場 宍粟市山崎町
塩山公民館駐車場 宍粟市山崎町
土万集落センター駐車場 宍粟市山崎町
中野農事集会所駐車場 宍粟市山崎町
塩田公民館駐車場 宍粟市山崎町
三谷公民館駐車場 宍粟市山崎町
三谷下広場駐車場 宍粟市山崎町
段之上会館駐車場 たつの市新宮町
本條自治会駐車場 たつの市揖保川町
善定自治会運動公園駐車場 たつの市新宮町
能地公民館駐車場 たつの市新宮町
東栗栖保育園駐車場 たつの市新宮町
中井ふれあい広場駐車場 たつの市龍野町
市野保公園ひろば駐車場 たつの市新宮町
市野保公民館駐車場 たつの市新宮町
矢田部緑とスポーツの会駐車場 太子町矢田部
稗田公民館駐車場 上郡町野桑稗田
新宿広場駐車場 佐用町末廣
豊岡市日高町万劫区内 豊岡市日高町
施設周辺広場 豊岡市但東町
ひらの花公園 養父市能座平野
夢の里公園広場 朝来市生野町
鳥居やすらぎ農園駐車場 豊岡市出石町
ほたるの館　宿泊施設周囲 養父市奥米地
施設周辺広場 豊岡市但東町
万久里区ふれあい広場 養父市万久里
夢の里公園広場 朝来市生野町
恵比寿広場 朝来市山東町
香美町立柤岡すこやか広場 香美町村岡区
鳥居やすらぎ農園駐車場 豊岡市出石町
たいようこども園駐車場 養父市八鹿町
ハイマート佐仲 丹波篠山市小坂
長者台グランド 丹波市市島町
旧神楽小学校学校用地 丹波市青垣町
奥谷側（東仙寺川）河川敷 丹波篠山市殿町
県道77号線及び市道谷川高座線交差付近緑地 丹波市山南町

校園庭の芝生化 篠山幼稚園の園庭の芝生化 丹波篠山市北新町
ユニトピアささやまの庭園 丹波篠山市矢代
下滝自治会公園グラウンド 丹波市山南町
㈱森のわ本社 丹波市柏原町田路
県道77号線及び市道谷川高座線交差付近緑地 丹波市山南町
旧神楽小学校 丹波市青垣町

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

西播磨

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

但馬

学校・公園の植樹

道路・河川沿いの植樹

ひろばの芝生化

丹波



名称 所在地

令和元年度　県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

地域 緑化内容区分
実施箇所

里山基地　子どもの冒険ひろば 南あわじ市伊加利菅ノ谷
休耕田 淡路市北山
神宮寺駐車場 淡路市江井
淡路市役所事務所（北淡） 淡路市冨島
古茂江海岸サントピア地区運河沿い 洲本市小路谷
育波川シダレザクラ並木 淡路市育波
鮎原上ふるさと会館 洲本市五色町
慶野松原海水浴場内、芝生広場 南あわじ市松帆古津路
神宮寺駐車場 淡路市江井
あさひな公園 淡路市志筑
休耕田 淡路市北山
淡路市役所事務所（北淡） 淡路市冨島

駐車場の芝生化 あさひな公園駐車場 淡路市志築

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
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

○令和元年度緑化実績：２３７件（植樹本数：約４４，４００本　芝生化面積：約６８，０００㎡）

（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

施設敷地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

ひろばの芝生化

淡路

学校・公園の植樹


