
名　称 所在地

兵庫区本町公園 兵庫区本町

長田区御屋敷通公園、公開空地 長田区御屋敷通

中央区大倉山公園（ふるさとの森） 中央区楠町

中央区ポートアイラントﾞ2期中央緑地 中央区港島南町

須磨区天井川公園 須磨区北町・南町・稲葉町

中央区神戸震災復興記念公園 中央区浜辺通

北区北神戸田園スポーツ公園 北区八多町中，八多町下小名田

須磨区須磨離宮公園（植物園地区） 須磨区水野町

中央区山手街園（バラ園） 中央区中山手通

中央区鯉川線・みなと公園 中央区元町通、栄町

東灘区東公園 東灘区深江南町

灘区青谷町公園 灘区青谷町

西区春日台公園 西区春日台

東灘区甲南町公園 東灘区甲南町

東灘区東灘山手１号公園 東灘区御影町西平野字平野

垂水区　舞多聞みついけｆコミュニティ西 垂水区舞多聞東

垂水区　舞多聞みついけa, bコミュニティ北 垂水区舞多聞東

垂水区　舞多聞みついけa, bコミュニティ南 垂水区舞多聞東

垂水区　舞多聞みついけｇコミュニティ東２ 垂水区舞多聞東

垂水区舞多聞東２丁目 垂水区小束山

垂水区「舞多聞みついけｃコミュニティ北」 垂水区舞多聞東

垂水区「舞多聞みついけｃコミュニティ南」 垂水区舞多聞東

垂水区「舞多聞みついけ南Ｃゾーン」 垂水区舞多聞東

垂水区「舞多聞みついけ南Ｃ，Ｄゾーン」 垂水区舞多聞東

垂水区［舞多聞みついけｅコミュニティ南」 垂水区舞多聞東

西区西神住宅団地内周辺緑地 西区櫨谷町福谷

西区まちかど広場 西区井吹台西町

須磨区　須磨パークヒルズ 須磨区道正台

北区大原１丁目地区法面 北区大原

北区ひよどり台緑地 北区ひよどり台

西区月が丘周辺緑地 西区月が丘

中央区ポートピアプラザ内緑地 中央区港島中町

灘区六甲ニューライフ地区 灘区山田町

東灘区六甲アイランドＣＩＴＹウエストコート６番街戸建地区 東灘区向洋町中

垂水区パームスクエアジェームス山公開空地 垂水区青山台

垂水区塩屋町塩屋住宅地区 垂水区塩屋町

施設敷地内の植樹東灘区鷺ノ宮神社地区 東灘区本山北町

神　戸

学校・公園の植樹

団地内の植樹
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名　称 所在地

平成１９年度県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

所　管
県民局

緑化区分
実施箇所

中央区元町駅北側（神戸駅若菜線及び花隈線）地区 中央区北長狭通・花隈町

灘区八幡線地区 灘区友田町・浜田町

垂水区新多聞第３住宅地区 垂水区本多聞

須磨区須磨浦公園一ノ谷市バス回転地地区 須磨区一ノ谷

中央区原田線地区 中央区熊内橋通

長田区新湊川左岸地区 長田区六番町

兵庫区松原線 兵庫区芦原通、松原通

シルバーステイあじさい屋上 北区緑町

レストラン北野クラブ屋上 中央区北野町

大丸神戸店屋上 中央区明石町

ポートピアプラサﾞ商業施設屋上 中央区港島中町

北野クラブソラ屋上 中央区北野町

北区(社福)翠福祉会みどり保育園 北区日の峰

北区鈴蘭台幼稚園運動場地域 北区鈴蘭台南町

西畑駐車場 北区有野町唐櫃字谷通

ハイツ大倉山駐車場 兵庫区馬場町

鹿の子台北町4丁目駐車場 北区鹿の子台北町

芦屋市総合公園 芦屋市陽光町

県立尼崎高等学校 尼崎市北大物

城ヶ堀公園 西宮市城ヶ堀町

園河原公園 尼崎市水堂町

立花愛の園幼稚園南グランド 尼崎市立花町

尼崎たんぽぽ保育園 尼崎市常光寺

西宮市立浜甲子園中学校 西宮市古川町

県営尼崎金楽寺鉄筋住宅敷地 尼崎市金楽寺町

樹のまち団地 西宮市高須町

プランヴェール西宮門戸 西宮市門戸岡田町

西宮マリナパークシティ･海のまち 西宮市西宮浜

杭瀬熊野神社境内 尼崎市杭瀬本町

芦屋市立みどり地域生活支援センター 芦屋市新浜町

住友金属工業㈱特殊管事業所 尼崎市東向島東之町

兵庫県立塚口病院の植樹帯 尼崎市南塚口町

道路・河川沿いの植樹 仁川あじさい園 西宮市仁川百合野町

芦屋市立浜風幼稚園 芦屋市浜風町

芦屋市立打出浜小学校 芦屋市新浜町

芦屋市立山手小学校運動場 芦屋市山手町

学校法人からたち幼稚園園庭 尼崎市東大物

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

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

神戸

道路・河川沿いの
植樹

屋上・壁面緑化

阪神南
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平成１９年度県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

所　管
県民局

緑化区分
実施箇所

武田パーキング（仮称） 尼崎市西本町

松福マンション駐車場 尼崎市南武庫之荘

上新電機西宮店駐車場 西宮市河原町

(有)潮芦屋マリーナエリアセンター駐車場 芦屋市海洋町

尼崎ドラム缶工業㈱駐車場 尼崎市東海岸町

みつば電気駐車場 尼崎市西難波町

関西ペイント(株)　尼崎事業所駐車場 尼崎市神崎町

法輪寺駐車場 尼崎市武庫之荘

中田ガレージ 尼崎市浜田町

金谷ガレージ 尼崎市西立花町

プランヴェールマンション内駐車場 西宮市門戸岡田町

中山台1丁目児童遊園 宝塚市中山台

伊丹市瑞ヶ池公園 伊丹市瑞ヶ池

笹原公園 伊丹市車塚

平松南児童遊園地 伊丹市平松

猪名川中学校 猪名川町白金

キリン公園 川西市緑台

見野ほほえみ公園 川西市見野

県営小松原団地9号棟北側 伊丹市西野

コープ野村第2伊丹及び東有岡Ⅱ児童遊園地 伊丹市東有岡

移瀬第１緑地 川西市緑台

金岡雨水幹線沿道 伊丹市御願塚

松尾台１号緑地 猪名川町松尾台

つつじヶ丘１丁目幹線道路沿い緑地 猪名川町つつじヶ丘

池尻川右岸法面 三田市富士が丘

支多々川河川敷 宝塚市光が丘

宝塚市逆瀬台４丁目残存緑地帯 宝塚市逆瀬台

屋上・壁面緑化 藤原宏一郎邸壁面 宝塚市武庫川町

伊丹市立瑞穂小学校 伊丹市瑞穂

私立光の子保育園 三田市あかしあ台

とりでん伊丹瑞ｹ丘店駐車場 伊丹市瑞ヶ丘

光の子保育園駐車場 三田市あかしあ台

竜が池 稲美町中村

弁財天北公園 明石市鳥羽

養田穴田公園 加古川市尾上町養田

オーズタウン・ウエストスクエア団地 明石市大久保町ゆりのき通

オーズタウン・センタースクエア団地 明石市大久保町ゆりのき通

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

学校・公園の植樹

団地内の植樹

駐車場の芝生化

学校・公園の植樹

団地内の植樹

道路・河川沿いの
植樹

阪神北

阪神南

東播磨
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名　称 所在地

平成１９年度県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

所　管
県民局

緑化区分
実施箇所

小林墳墓地 高砂市北浜町牛谷

新井哲三所有地 高砂市阿弥陀生石

はりまシーサイドドーム西側緑地 播磨町古宮

エクセランス大久保緑道（帰属植栽地） 明石市大久保町西島

３０ｍ水路 加古川市金沢町

播磨コピー工業株式会社屋上 高砂市高砂町浜田町

株式会社カネカ高砂工業所壁面 高砂市高砂町宮前町

加古川市立浜の宮保育園 加古川市尾上町池田

加古川市立氷丘小学校 加古川市加古川町中津

加古川市立中部中学校 加古川市野口町良野

加古川市立別府町幼稚園 加古川市別府町宮田

東播幼稚園 加古川市東神吉町出河原

真浄寺保育園 高砂市伊保東

本松寺駐車場 明石市上ノ丸

グローバル魚住駐車場 明石市魚住町清水

日本毛織株式会社印南工場来客用駐車場 加古川市米田町船頭

タイホーコーザイ播磨工場内緑化従業員駐車場 播磨町新島

はりまシーサイドドーム来客用駐車場 播磨町古宮

道路・河川沿いの植樹 加古川右岸堤防 西脇市野村町字長井、字辰巳田

校園庭の芝生化 社会福祉法人　高岡育児園 加東市片岡

りんでん学園来客用駐車場 三木市緑が丘町西

滝井パーキング 三木市本町

有限会社　ボックス 姫路市飾磨区今在家

有限会社　子どもライブラリー 姫路市田寺

町道工業団地２号線沿線 神崎郡福崎町西治

デイサービスセンター　花 姫路市奥山

ＭＡＧＩＸ屋上 姫路市伊伝居新道

ＭＡＧＩＸⅡ屋上 姫路市大野町

神河町立寺前小学校 神崎郡神河町寺前

神河町立長谷小学校 神崎郡神河町長谷

姫路市立飾磨西中学校 姫路市飾磨区構

姫路市立妻鹿小学校 姫路市飾磨区妻鹿

姫路市立御国野小学校 姫路市御国野町御着

姫路市立四郷幼稚園 姫路市四郷町坂元

神河町立大山幼稚園 神河町杉

姫路市立城北小学校 姫路市伊伝居

姫路市立広畑小学校 姫路市広畑区清水町

姫路市立手柄小学校 姫路市延末

姫路市立四郷小学校 姫路市四郷町坂元

駐車場の芝生化

施設敷地内の植樹

屋上・壁面緑化

校園庭の芝生化

施設敷地内の植樹

道路・河川沿いの
植樹

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

屋上・壁面緑化

北播磨

東播磨

中播磨
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名　称 所在地

平成１９年度県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

所　管
県民局

緑化区分
実施箇所

プラ・ディオ手柄店駐車場 姫路市中地

勝原賃貸ビル駐車場 姫路市勝原区山戸

喫茶Ｂｅｅ駐車場 姫路市広畑区長町

カフェツインスﾞ駐車場 姫路市西庄クボリ

則直倉庫駐車場 姫路市広畑区則直

シルクベール南八代駐車場 姫路市南八代町

藤田貸駐車場 姫路市南八代町

シルクベール城乾駐車場 姫路市西八代町

慶雲寺北駐車場 姫路市野里大和町

西山パーキング 姫路市今宿

フレッシュ新在家駐車場 姫路市南新在家

松屋パーキング 姫路市大野町

（株）菅長製材所駐車場 姫路市朝日町

デイサービスセンター花駐車場 姫路市奥山

見野総合センター駐車場 姫路市四郷町見野

親和ハイツ２号駐車場 姫路市手柄

北村駐車場 姫路市白浜町甲

日高食品工業東倉庫駐車場 姫路市飾磨区三宅

忠魂碑前広場 相生市那波本町

有年第６公園 赤穂市有年横尾

龍野公園隣接地区 たつの市龍野町中霞城

アメニティホーム光都学園 たつの市新宮町光都

校園庭の芝生化 相生市立あおば幼稚園 相生市青葉台

(株)ヤマハ藤田駐車場 たつの市御津町苅屋

カラオケハウスビート駐車場 赤穂市朝日町

魚萬来客用駐車場 相生市向陽台

ザ・ベストライフ駐車場 相生市竜泉町

アメニティホーム光都学園駐車場 たつの市新宮町光都

駅北２号公園 朝来市和田山町駅北

しおかぜ香苑 香住町香住区香住

庵月第２駐車場 香美町香住区下浜

ブレインかすみ 香美町香住区下浜

社会福祉法人蓼川福祉会蓼川保育園園庭 豊岡市日高町祢布字ガケガ森

豊岡市立日高幼稚園 豊岡市日高町岩中

豊岡市立日高小学校 豊岡市日高町岩中

社会福祉法人蓼川福祉会蓼川第二保育園園庭 豊岡市日高町鶴岡

丹　波 施設敷地内の植樹 JR久下村駅前遊休地（市有地） 丹波市山南町谷川字桜ノ木

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹

駐車場の芝生化

但　馬

西播磨

中播磨
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名　称 所在地

平成１９年度県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

所　管
県民局

緑化区分
実施箇所

城の内公園 洲本市山手

曲田山 洲本市山手

施設敷地内の植樹 三寶院下の空地 洲本市五色町下堺

駐車場の芝生化 フィッシングショップかもめ駐車場 淡路市浜

＊平成19年度緑化実績（合計191件）

　　植樹本数・・・・・約61,000本

　　芝生化面積・・・約27,000㎡

（備　考） 緑化区分の定義

その他 土取り跡修景

校園庭の芝生化 校庭の芝生化、園庭の芝生化

駐車場の芝生化 駐車場の芝生化

道路・河川沿いの植樹 街路樹の植樹、法面・緑地の植樹など

屋上・壁面緑化 屋上緑化、壁面緑化

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、所有地内の植樹、駐車場の植樹など

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

学校・公園の植樹

淡　路
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