
名 称 所 在 地

神戸市立本山第一小学校 神戸市東灘区本山北町

西郷川河口公園 神戸市灘区摩耶海岸通

会下山公園 神戸市兵庫区会下山町

御崎公園内 神戸市兵庫区御崎町

ひよどり台団地周辺緑地 神戸市北区ひよどり台

啓明学院西側法面 神戸市須磨区横尾

須磨一ノ谷プラザ 神戸市須磨区一ノ谷町

天井川公園 神戸市須磨区北町

県立北須磨高等学校 神戸市須磨区友が丘

高丸幼稚園 神戸市垂水区大町

平磯緑地公園 神戸市垂水区平磯

イーストコート4番街 神戸市東灘区向洋町中

イーストコート8番街 神戸市東灘区向洋町中

摩耶シーサイドプレイス 神戸市灘区摩耶海岸通

パークハイム神戸熊内町 神戸市中央区熊内町

須磨パークヒルズ 神戸市須磨区道正台

北須磨団地敷地西側法面 神戸市須磨区友が丘

グリーンコーポジェームス山 神戸市垂水区松風台

イル・グラッツォ 神戸市西区糀台

ハピアス西神南団地 神戸市西区井吹台北町

熊内橋線 神戸市中央区神若通

鹿の子台北町1丁目西側法面 神戸市北区鹿の子台北町

鹿の子台北町5、6丁目北側法面 神戸市北区鹿の子台北町

須磨浦通6丁目海岸部緑地 神戸市須磨区須磨浦通

枦谷川堤防 神戸市西区玉津町二ツ屋

ホザナ幼稚園 神戸市灘区六甲町

西灘小学校 神戸市灘区船寺通

淡河小学校・淡河好徳幼稚園 神戸市北区淡河町萩原

特別支援学校中庭 神戸市垂水区城が山

東舞子小学校第二運動場 神戸市垂水区舞子台

深江東公園 神戸市東灘区深江南町

御崎公園芝生広場 神戸市兵庫区御崎町

神戸市立糀台公園 神戸市西区糀台

日新中学校 尼崎市東七松町

北夙川小学校 西宮市石刎町

西宮東高校 西宮市古川町

すみれ台中央公園 西宮市すみれ台

甲陵中学校 西宮市上甲東園

甲東小学校 西宮市神呪町

生瀬小学校 西宮市生瀬町

苦楽園中学校 西宮市苦楽園三番町

学校・公園の植樹

神戸

阪神南

学校・公園の植樹

団地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化
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老松公園 西宮市小松北町

西浜公園 芦屋市潮見町

山手中学校 芦屋市三条町

団地内の植樹 シャルム甲陽園 西宮市上ヶ原山田町

越木岩神社 西宮市甑岩町

芦屋神社 芦屋市東芦屋町

あまがさきホタルの里 尼崎市西昆陽

茶屋桜通り 芦屋市茶屋之町

県立阪神特別支援学校南運動場 西宮市田近野町

夙川プリスクール 西宮市深谷町

ひろばの芝生化 西浜公園 芦屋市潮見町

駐車場の芝生化 尼崎鉄工団地協同組合駐車場 尼崎市東海岸町

サンパレス六甲 西宮市山口町下山口

ドリーム甲子園屋上 西宮市枝川町

伊丹市立せつよう幼稚園 伊丹市昆陽南

伊丹市立こやのさと幼稚園 伊丹市山田

伊丹市立昆陽里小学校 伊丹市山田

伊丹市立松崎中学校 伊丹市山田

伊丹市立瑞穂小学校 伊丹市瑞穂町
ヤマザクラ公園、トサミズキ公園、ヤマボウシ公園、ハナノキ公園、水毬公園 川西市けやき坂

三田市立弥生小学校法面 三田市弥生が丘

藤和ライブタウン三田敷地 三田市ゆりのき台

学園6丁目の組合員宅の緑化ゾーン 三田市学園

学園6丁目の組合員宅の緑化ゾーン 三田市学園

施設敷地内の植樹 市立伊丹病院 伊丹市昆陽池

売布きよしガ丘道路法面 宝塚市売布きよしガ丘

逆瀬台3丁目・4丁目 歩道 宝塚市逆瀬台

川西市道1176号外 川西市水明台

伊丹市立緑丘小学校 伊丹市高台

宝塚市中山五月台小学校 宝塚市中山五月台

猪名川町立中谷中学校 猪名川町原字尾鼻ヶ尾

笹原公園 伊丹市車塚

大和平木谷池公園 川西市大和西

駐車場の芝生化 いたみ企業組合第2事務所駐車場 伊丹市中野西

屋上緑化 メモリアルハウスけやきの森 三田市けやき台

壁面緑化 いたみ企業組合第2事務所壁面 伊丹市中野西

坂元野口公園 加古川市野口町坂元北

しかた子ども園 加古川市志方町志方町

団地内の植樹 オーズガーデンイースト緑地 明石市大久保町大久保町

あいあい保育園 加古川市野口町北野

ピュアキッズ保育園 加古川市平岡町山之上字安免

鳩里小学校 加古川市加古川町稲屋

ひろばの芝生化 よってこ村・荒井 高砂市荒井町扇町

駐車場の芝生化 アビエス医療モール駐車場 加古川市平岡町新在家

学校・公園の植樹

阪神北

道路・河川沿いの植樹

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

東播磨

阪神南

施設敷地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

校園庭の芝生化

屋上緑化

学校・公園の植樹

校園庭の芝生化
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学校・公園の植樹 岡地区広場 西脇市黒田庄町岡

施設敷地内の植樹 北条鉄道法華口駅 加西市東笠原町

校園庭の芝生化 自由が丘小学校校庭 三木市志染町中自由が丘

ひろばの芝生化 アクアスかさい広場 加西市西上野町

学校・公園の植樹 レインボーインターナショナルプリスクール 姫路市南条

その他 長西邸連たん戸建て住宅 姫路市柿山伏

エンゼル学園 姫路市梅ヶ谷町

姫路市立置塩小学校 姫路市夢前町宮置

姫路市立豊富保育所 姫路市豊富町御蔭

船場御坊幼稚園 姫路市地内町

姫学保育園 福崎町南田原字大野

（仮称）中里貸事務所駐車場 姫路市南条

萩原邸兼店舗駐車場 姫路市坊主町

フタバ幼稚園駐車場 姫路市飾磨区栄町字下英加

芳蓮寺駐車場 姫路市飾磨区天神字天神町

水田駐車場 姫路市飾磨区天神字天神町

認定こども園エンゼル学園幼稚園屋上 姫路市梅ヶ谷町

（仮称）JR姫路駅NKビル 姫路市駅前町

御崎第1公園 赤穂市元沖町

県立山崎高校 宍粟市山崎町加生

施設敷地内の植樹 県立粒子線医療センター たつの市新宮町光都

垣内町内県道沿い 相生市垣内町

赤穂市立高雄小学校・赤穂市立高雄幼稚園 赤穂市高雄

播磨高原広域連合組合立播磨高原東中学校 たつの市新宮町光都

千種杉の子保育園 宍粟市千種町岩野辺

宍粟市立下三方小学校 宍粟市一宮町生栖

宍粟市立下三方幼稚園 宍粟市一宮町生栖

上郡町立高田小学校 上郡町中野

国指定遺跡「新宮宮内遺跡」 たつの市新宮町新宮・宮内

塩屋第3公園 赤穂市塩屋

御崎第1公園 赤穂市元沖町

株式会社金海興業竜泉事務所駐車場 相生市竜泉町

如来寺駐車場 たつの市龍野町下川原

大川一仁邸駐車場 たつの市揖保川町正條

豊岡市立五荘小学校校庭 豊岡市中陰

豊岡市立新田小学校校庭 豊岡市河谷

豊岡市立神美小学校校庭 豊岡市三宅

豊岡市立竹野小学校校庭 豊岡市竹野町竹野

豊岡市立竹野南小学校校庭 豊岡市竹野町御又

豊岡市立清滝小学校校庭 豊岡市日高町山宮

豊岡市立福住小学校校庭 豊岡市出石町福住

豊岡市立寺坂小学校校庭 豊岡市出石町日野辺

建屋小学校屋外運動場 養父市建屋

駐車場の芝生化 養父校区自治協議会駐車場 養父市養父市場

北播磨

中播磨

西播磨

但馬

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

屋上緑化

学校・公園の植樹

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

校園庭の芝生化
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学校・公園の植樹 四季の森公園 篠山市網掛

道路・河川沿いの植樹 県道７７号線（篠山山南線）法面 丹波市山南町大谷

社会福祉法人進修保育園園庭 丹波市春日町棚原

社会福祉法人氷上中央保育園園庭 丹波市氷上町成松

四季の森公園 篠山市網掛

西中北西区公園 丹波市氷上町成松

上田公民館グラウンド 丹波市市島町上田小井根

学校・公園の植樹 洲本市立洲本保育所 洲本市栄町

施設敷地内の植樹 東洋合成工業㈱淡路工場 淡路市生穂新島

道路・河川沿いの植樹 市道三原志知15号線道路 沿線 南あわじ市志知佐礼尾

洲本市立洲本保育所 洲本市栄町

南あわじ市立広田保育園 南あわじ市広田中筋

社会福祉法人 恵泉保育園 淡路市志筑

AIE国際高等学校 淡路市浜

駐車場の芝生化 塩田郵便局駐車場 淡路市塩尾

○平成24年度緑化実績：144件（植樹本数：約48,900本、芝生化面積：約66,600㎡）

（備考）緑化区分の定義

丹波

淡路

ひろばの芝生化

校園庭の芝生化

校園庭の芝生化

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

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

道路・河川沿いの植樹 街路樹の植樹、法面・緑地の植樹など

その他 生垣、土取り跡修景など

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

壁面緑化 建築物の壁面緑化

ひろばの芝生化 公園、広場、グラウンド等の芝生化

屋上緑化 建築物の屋上緑化


