
名　称 所在地

垂水区つつじが丘小学校地区 垂水区つつじが丘

須磨区若宮小学校地区 須磨区若宮町

北区清水まわり公園周辺緑地帯等 北区鹿の子台南町

中央区ポートアイランド２期（仮称）中央緑地 中央区港島南町

須磨区神戸総合運動公園法面地区 須磨区緑台

垂水区東谷公園地区 垂水区南多聞台

垂水健康公園地区 垂水区名谷町字丸尾

垂水区明舞児童公園地区 垂水区南多聞台

垂水区西舞子西公園地区 垂水区西舞子

垂水区矢元台公園地区 垂水区狩口台

須磨区天井川公園地区 須磨区北町・南町・稲葉町

長田区細田公園地区 長田区細田町

垂水区つつじが丘公園地区 垂水区つつじが丘

北区上津公園ビオトープ周辺地区 北区上津台

垂水区学園緑が丘公園地区 垂水区小束山

須磨区鷹取地区３号緑地地区 須磨区大池町

兵庫区鵯越町小公園地区 兵庫区鵯越町

垂水区五色塚古墳地区 垂水区五色山

兵庫区御崎公園地区 兵庫区御崎町

須磨区須磨寺公園地区 須磨区高倉台

中央区・兵庫区都市公園地区 兵庫区本町他

須磨区須磨離宮公園地区 須磨区水野町

東灘区・灘区都市公園地区 東灘区向洋町中他

長田区・須磨区都市公園地区 長田区六番町他

西区都市公園地区 西区天王山他

西区西神中央公園地区 西区糀台

東灘区なぎさガーデン地区 東灘区青木

東灘区遊喜幼稚園地区 東灘区住吉宮町

北区桂木２丁目地区法面 北区桂木

垂水区２号棟北側跡地地区 垂水区上高丸

中央区ポートピアプラザ内緑地 中央区港島中町

北区大原１丁目地区法面 北区大原

垂水区舞多聞みついけeコミュニティ北 垂水区舞多聞東

東灘区ハイツオークラ公開空地地区 東灘区深江南町

垂水区舞多聞みついけｇコミュニティ東 垂水区舞多聞東

垂水区舞多聞みついけｆ、ｇコミュニティ 垂水区舞多聞東

学校・公園の植樹

団地内の植樹

平成１８年度県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

緑化区分
実施箇所所　管

県民局

神　戸
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須磨区須磨パークヒルズ地区 須磨区道正台

灘区六甲ニューライフ 灘区山田町

北区鈴蘭台パインクレスト地区 北区山田町小部字南山

西区西神中央パーク・ホームズ 西区美賀多台

垂水区パームスクェアジェームス山公開空地 垂水区青山台

施設敷地内の植樹 長田区老人保健施設ヴィラ光陽地区 長田区大日丘町

道路・河川沿いの植樹 中央区江戸町線 中央区江戸町、海岸通

正英幼稚園屋上緑化 北区泉台

須磨ヨットハウス壁面緑化 須磨区若宮町

校園庭の芝生化 渦が森幼稚園グラウンド 東灘区渦森台

茅渟の浦幼稚園駐車場 東灘区鴨子ｹ原

神戸・港町スカイハイツ駐車場 兵庫区新開地

神戸Ｐ＆Ｅサービス(有)駐車場 長田区海運町

西部工業㈱駐車場 北区青葉台

森脇興産駐車場 西区池上

森脇興産駐車場 西区池上

㈱デューイ来客用駐車場 東灘区魚崎浜町

ブランミュールマンション駐車場 北区道場町日下部字高木西

六栄パーキング 長田区大谷町

芦屋市立浜風幼稚園 芦屋市立浜風町

開明中公園 尼崎市開明町

高須東緑地 西宮市高須町

市営南芦屋浜団地 芦屋市陽光町

西宮マリナパークシティ･桜のまち 西宮市西宮浜

ルネヒューマンズガーデンパラディオ 西宮市浜甲子園

素盞鳴神社　 尼崎市大庄西町

潮見地区集会所 芦屋市潮見町

ケアハウス有馬ホロンの苑 西宮市山口町上山口

日本スピンドル製造（株）本社工場 尼崎市潮江

目神山「やまびこの家」外構緑地整備 西宮市甲陽園目神山町

(株)クボタ阪神工場武庫川事業所 尼崎市大浜町

屋上・壁面緑化 社会福祉法人三田谷治療教育院 芦屋市楠町

校園庭の芝生化 西宮市立甲子園浜小学校 西宮市古川町

中條建設工業(株)本社駐車場 尼崎市南塚口町

西村ガレージ 尼崎市道意町

アマティ(株)駐車場 尼崎市西向島

阪神南

屋上・壁面緑化

団地内の植樹

施設敷地内の植樹

駐車場の芝生化

学校・公園の植樹

神戸

団地内の植樹

駐車場の芝生化
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柴原パーキング 尼崎市大庄中通

甲東園駐車場 西宮市上大市

目神山「やまびこの家」駐車場 西宮市甲東園目神山町

前田　豊　駐車場 西宮市広田町

サンロイヤル武庫川サンク駐車場 西宮市上田西町

高橋哲男(市庭)駐車場 西宮市市庭町

高橋哲男(荒戎)駐車場 西宮市荒戒町

三田市立武庫小学校 三田市武庫が丘

うぐいす池公園 猪名川町松尾台

けやき坂シラカシ公園 川西市けやき坂

昆陽池公園 伊丹市昆陽池

寺本Ⅲ児童遊園地 伊丹市寺本

奥池公園 川西市向陽台

伊子志第２公園 宝塚市伊子志

松が丘小学校・幼稚園 三田市川除

三田市立狭間小学校 三田市狭間が丘

宝塚市立末成小学校 宝塚市末成町

パレ武庫川プルミエールⅣ及びのじぎく児童遊園地 伊丹市西野

グリーンハイツ緑地 川西市緑台

天津緑地 伊丹市藤ノ木

大堀川河川敷緑地 宝塚市弥生町

宝塚市道2828号線沿 宝塚市逆瀬台

昆陽川沿遊歩道 伊丹市寺本

うめえ屋伊丹山田店駐車場 伊丹市山田

那須月極駐車場 宝塚市雲雀丘

新野辺宮畑公園 加古川市別府町新野辺

高丘サクラ公園 明石市大久保町高丘

高丘サザンカ公園 明石市大久保町高丘

加古川市立若宮小学校 加古川市尾上町養田

明石市立和坂小学校 明石市和坂

播磨町総合体育館シーサイドドーム他町内の体育施設 播磨町古宮

松波町ユーアイタウン公園及び緑道緑地 高砂市高砂町松波町

市営松波住宅敷地内 高砂市高砂町松波町

東播磨

阪神南

駐車場の芝生化

道路・河川沿いの
植樹

学校・公園の植樹

阪神北

学校・公園の植樹

駐車場の芝生化
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団地内の植樹 オーズタウン・イーストスクェア団地 明石市大久保町ゆりのき通

ハリマ化成（株）加古川製造所 加古川市野口町水足

ハリマ化成（株）加古川製造所 加古川市野口町水足

介護老人保健施設ハーモニー園 高砂市高砂町松波町

道路・河川沿いの植樹 ３０ｍ水路 加古川市金沢町

屋上・壁面緑化 加古川市立平岡北小学校壁面 加古川市平岡町新在家

校園庭の芝生化 兵庫県立農業高等学校生垣及び前庭 加古川市平岡町新在家

神足モータープール 明石市林崎

大和製衡㈱来客用駐車場 明石市茶園場町

ピープル来客用駐車場 加古川市尾上町長田

加古川市立平岡北小学校駐車場 加古川市立平岡町新在家

高砂市立伊保南小学校駐車場 高砂市梅井

学校・公園の植樹 三木市有地 三木市志染町青山

施設敷地内の植樹 協同学苑北駐車場西側面 三木市志染町青山

屋上・壁面緑化 さざんかの郷屋上 三木市吉川町大沢

校園庭の芝生化 加東市立滝野東小学校 加東市新町

社小学校来客用駐車場 加東市社

播磨環境リサーチ㈱来客用駐車場 加西市網引町字丸山

姫路市立広峰小学校 姫路市峰南町

姫路市立別所小学校 姫路市別所町別所

正和警備㈱駐車場 姫路市西庄甲

叶い坂駐車場 姫路市野里慶雲寺前町

手柄山テナントビル駐車場 姫路市中地

塩屋第６公園 赤穂市磯浜町

塩屋第５公園 赤穂市片浜町

施設敷地内の植樹 ㈱ヤマハ藤田 たつの市御津町苅屋

金海駐車場 相生市緑ヶ丘

ゴルフパートナー太子店駐車場 太子町鵤堂の内

学校・公園の植樹 駅北1号公園 朝来町和田山町東谷

校園庭の芝生化 社会福祉法人蓼川福祉会蓼川保育園 豊岡市日高町祢布字ガケガ森

東播磨

北播磨

施設敷地内の植樹

但　馬

駐車場の芝生化

駐車場の芝生化

中播磨

西播磨

駐車場の芝生化

学校・公園の植樹

駐車場の芝生化

校園庭の芝生化
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平成１８年度県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

緑化区分
実施箇所所　管

県民局

丹　波 施設敷地内の植樹 熊野神社周辺 丹波市山南町谷川

学校・公園の植樹 曲田山・中央公民館 洲本市山手

道路・河川沿いの植樹 二級河川育波川沿 淡路市育波

土取り跡地の植樹 八坂神社境内地 南あわじ市北阿万伊賀野

＊平成18年度緑化実績（合計139件）

　　植樹本数・・・・・約56,000本

　　芝生化面積・・・約20,000㎡

（備　考） 緑化区分の定義

駐車場の芝生化

土取り跡修景

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

その他

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

街路樹の植樹、法面・緑地の植樹など

屋上緑化、壁面緑化

校庭の芝生化、園庭の芝生化

団地内の植樹

施設敷地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

屋上・壁面緑化

緑化区分

学校・公園の植樹

淡　路
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