
名 称 所 在 地

煉瓦倉庫西広場 神戸市中央区東川崎町

しらみず北公園及び中公園 神戸市西区白水

天井川公園 神戸市須磨区南町及び稲葉町

平磯緑地公園 神戸市垂水区平磯

福吉台グランドゴルフ場 神戸市西区福吉台

御影インターナショナルこども園 神戸市東灘区御影

バラの小径及び離宮前町公園 神戸市須磨区離宮前町

王塚公園 神戸市西区王塚台

兵庫県立北須磨高等学校敷地法面 神戸市須磨区友が丘

名谷竜が台東住宅 神戸市須磨区竜が台

六甲ニューライフ 神戸市灘区山田町

エバーグリーンポートアイランド 神戸市中央区港島

イトーピア神戸ポートアイランド 神戸市中央区港島

山御影マンションＥ棟 神戸市東灘区御影山手

須磨パークヒルズ 神戸市須磨区道正台

サンメゾンジェームス山サウスヒルズ 神戸市垂水区東垂水町

神戸海岸通ハーバーフラッツ 神戸市中央区脇浜海岸通

ブリリア六甲アイランドブランズリビオ 神戸市東灘区向洋町

御影石野住宅 神戸市東灘区御影山手

ホテルオークラ神戸 神戸市中央区波止場町

神戸レディースフットボールセンター 神戸市東灘区向洋町

神戸市シルバーカレッジ内 神戸市北区山田町

ｙａｎａｉ Ｌａｂｏ＆Ｆactorｙ 神戸市中央区港島南町

道路・河川沿いの植樹 阪神高速箕谷インター北側周辺 神戸市北区下谷上

藤野邸（生垣） 神戸市須磨区高倉台

前田邸（生垣） 神戸市西区春日台

長谷川邸（生垣） 神戸市西区春日台

坂本邸（生垣） 神戸市西区春日台

神戸市立兵庫くすのき幼稚園 神戸市兵庫区永沢町

御影インターナショナルこども園 神戸市東灘区御影

滝ヶ鼻公園 神戸市東灘区御影

名谷団地周辺緑地（名谷テニスガーデン西広場） 神戸市須磨区友が丘

広陵町自治会館 神戸市北区広陵町

学園西町道路沿い 神戸市西区学園西町

ｙａｎａｉ Ｌａｂｏ＆Ｆactorｙ 神戸市中央区港島南町

稲田邸駐車場 神戸市西区竜が岡

御影石野住宅 神戸市東灘区御影山手

ｙａｎａｉ Ｌａｂｏ＆Ｆactorｙ 神戸市中央区港島南町

壁面緑化 （株）メノガイア本社壁面 神戸市中央区港島中町

大庄中学校 尼崎市大庄西町

大庄北中学校 尼崎市大庄北

成良中学校 尼崎市西長洲町

園田東中学校 尼崎市東園田町

名塩さくら台外周緑地 西宮市名塩さくら台

甲陵中学校 西宮市上甲東園

北口町１号及び２号公園 西宮市北口町

用海小学校 西宮市用海町

公光公園 芦屋市公光町

芦屋総合公園 芦屋市陽光町

平成25年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧
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その他

学校・公園の植樹

団地内の植樹

施設敷地内の植樹

神 戸

阪神南 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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段上小学校 西宮市段上町

段上西小学校 西宮市段上町

園和北幼稚園 尼崎市東園田町

上ヶ原中学校 西宮市上ヶ原九番町

杭瀬小学校 尼崎市杭瀬北新町

高浜公園 芦屋市高浜町

かしの木学園 尼崎市大物町

精道小学校 芦屋市精道町

東山公園 芦屋市東山町

高須西小学校 西宮市高須町

鳴尾中学校 西宮市甲子園八番町

高須中学校 西宮市高須町

山手緑地 芦屋市山手町

苦楽園小学校 西宮市苦楽園二番町

北六甲台南公園 西宮市北六甲台

西川高層住宅 尼崎市西川

西宮名塩パークハウス 西宮市東山台

西宮名塩パークハウス 西宮市東山台

ケイ・オプティコム通信局舎 西宮市笠屋町

丸山稲荷神社 西宮市山口町下山口

鷲林寺 西宮市鷲林寺町

市立芦屋病院 芦屋市朝日ヶ丘

特別養護老人ホームメヌエット 西宮市浜脇町

芦屋神社 芦屋市東芦屋町

日野神社 西宮市日野町

きらきらすばる（福祉施設） 西宮市北六甲台

丸山登山道 西宮市山口町上山口

西宮市道北口線緑地帯 西宮市北口町

山手幹線沿い植栽帯 芦屋市大原町

県道大沢西宮線湯元町緑地帯 西宮市湯元町

武庫川河川敷緑地 尼崎市西昆陽

県道尼崎宝塚線法面 尼崎市武庫町

校園庭の芝生化 西宮浜中学校 西宮市西宮浜

はらだ歯科クリニック駐車場 尼崎市口田中

鳴尾中学校敷地内駐車場 西宮市甲子園八番町

屋上緑化 （株）レックスライン本社屋上 金楽寺町1-6-57

ヤマモモ公園 川西市けやき坂

鼓ヶ丘公園 川西市鼓が滝

藤和ライブタウン三田 三田市ゆりのき台

東急ドエル・アルス三田ウッディータウン中央 三田市ゆりのき台

阪急仁川マンション 宝塚市仁川

宝塚すみれ発電所２号機 宝塚市切畑長尾山

結いホーム宝塚 宝塚市弥生町

市道沿い緑地帯 宝塚市逆瀬台

売布北グランド東側法面 宝塚市切畑長尾山

市道沿い緑地帯 宝塚市逆瀬台

笹原公園 伊丹市車塚

平木谷池公園 川西市大和西

猪名川町環境交流館・「メダカの里」 猪名川町笹尾

駐車場の芝生化 結いホーム宝塚駐車場 宝塚市弥生町

学校・公園の植樹

団地内の植樹

施設敷地内の植樹

阪神南

阪神北

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

道路・河川沿いの植樹

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

団地内の植樹
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鳥羽小学校 明石市西明石北町

浜の宮中学校 加古川市別府町新野辺

八幡小学校 加古川市八幡町宗佐

とうばんこども園 加古川市東神吉町出河原

井ノ口東、西集会所 加古川市上荘町井ノ口

いなみ文化の森 稲美町国安

道路・河川沿いの植樹 JR魚住駅北広場 明石市魚住町錦が丘

蓮池小学校 播磨町西野添

とうばんこども園 加古川市東神吉町出河原

駐車場の芝生化 長徳禅寺ひろば駐車場 明石市二見町東二見

屋上緑化 大久保病院西館屋上 明石市大久保町大窪

施設敷地内の植樹 兵庫県立播磨中央公園（ファンタジーロード） 加東市河高

道路・河川沿いの植樹 網引駅南側線路脇 加西市網引町

緑が丘東小学校（中庭） 三木市緑が丘東

泉第一保育所（園庭、駐車場） 加西市殿原

グリーンスポーツ広場アクアスかさい 加西市北条町北条

加東市立夕日ヶ丘公園 加東市河高

間子グラウンド 多可町中区間子

駐車場の芝生化 オークタウン加西グラウンド駐車場 加西市鴨谷町

学校・公園の植樹 賢明女子学院（中庭） 姫路市本町

団地内の植樹 田村邸 姫路市網干区新在家

施設敷地内の植樹 安志北の台ふれあい公園南駐車場 姫路市安富町安志

姫路市道広畑196南側堤防敷 姫路市吾妻町

犬見川法面 神河町長谷

市川法面 神河町栗

県立神崎高校及び陣屋跡庭園 神河町福本

船場川法面 姫路市飾磨区溝

西大貫自治会広場 福崎町大貫

船場川法面 飾磨区細江

県立福崎高校 福崎町福田

賢明女子学院 中庭 姫路市本町

書写アウトドアパーク”タロリン村” 姫路市書写

西大貫墓地広場 福崎町大貫

弥勒寺境内 姫路市夢前町寺

神河町水車公園 神河町上岩

（有）グリーン管理駐車場 姫路市白浜町乙

斉藤駐車場 姫路市広畑区小松町

西大貫公民館駐車場 福崎町大貫

賢明女子学院駐車場 姫路市本町

神澤嘉伸来客用駐車場 姫路市木場

ふれあい公園南駐車場 姫路市安富町安志

田村邸駐車場 姫路市網干区新在家

西島諒一駐車場 福崎町大貫

西大貫墓公園駐車場 福崎町大貫

弥勒寺（第一）駐車場 姫路市夢前町寺

弥勒寺（第二）駐車場 姫路市夢前町寺

教福寺駐車場 姫路市飾西

校園庭の芝生化

施設敷地内の植樹

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

東播磨

北播磨

中播磨

校園庭の芝生化

道路・河川沿いの植樹

学校・公園の植樹
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若狭野ふれあい公園 相生市若狭野町

龍野公園 たつの市龍野町

赤穂特別支援学校 赤穂市大津

相生市立山手幼稚園 相生市山手

赤穂精華園 赤穂市大津

新舞子公園松林 たつの市御津町

国見の森公園 宍粟市山崎町上比地

高雄小学校・高雄幼稚園 赤穂市高雄

県立大附属高校 上郡町光都

町道申山線道路敷及び中国自動車道法面 佐用町奥金近

町道休治川添線及び町道中庄川添線の法面 上郡町休治

太子町立龍田小学校 太子町佐用岡

県立千種高校 宍粟市千種町

たつの市立播磨高原東中学校 たつの市新宮町光都

宍粟市立山崎東中学校 宍粟市山崎町

宍粟市立河東幼稚園 宍粟市山崎町

宍粟市立千種小学校 宍粟市千種町

たつの市立御津中学校 たつの市御津町

兵庫県立大学附属高校 上郡町光都

たんぽぽ保育園 たつの市龍野町宮脇

御崎第一公園 赤穂市元沖町

染河内ふれあい公園 宍粟市一宮町上野田

段自治会館敷地内広場 宍粟市山崎町段

赤穂精華園 運動場 赤穂市大津

如来寺駐車場 たつの市龍野町下川原

山崎東中学校駐車場 宍粟市山崎町三津

願寿寺駐車場 宍粟市山崎町須加沢

中郷区所有地 豊岡市中郷

長松寺駐車場 豊岡市下鶴井

道路・河川沿いの植樹 JR江原駅前（西側ロータリー） 豊岡市日高町国分寺

豊岡市立八条小学校 豊岡市九日市下町

豊岡市立弘道小学校 豊岡市出石町寺町

豊岡市立高橋小学校 豊岡市但東町久畑

豊岡市立森本中学校 豊岡市竹野町森本

豊岡市立五荘奈佐幼稚園 豊岡市中陰

豊岡市立合橋小学校 但東町出合市場

養父市立伊佐小学校・幼稚園 養父市八鹿町浅間

養父市立養父小学校 養父市養父市場

ひろばの芝生化 中郷区所有地 豊岡市中郷

朝阪自治会所有公園 丹波市氷上町朝阪

北和田自治会墓地公園 丹波市山南町北和田

認定こども園あいいくの丘 丹波市市島町中竹田

ＪＲ柏原駅（南駐車場付近） 丹波市柏原町柏原

弥栄神社境内 丹波市氷上町油利

かどの交流広場 丹波市氷上町上新庄

上久下の森診療所空地 丹波市山南町下滝

県道奥野々氷上線横 丹波市氷上町本郷

篠山山南線沿い法面 丹波市山南町大谷

上立杭県道脇ポケットパーク 篠山市今田町上立杭

道路・河川沿いの植樹

但馬

西播磨

施設敷地内の植樹

ひろばの芝生化

道路・河川沿いの植樹

校園庭の芝生化

学校・公園の植樹

学校・公園の植樹

駐車場の芝生化

施設敷地内の植樹

校園庭の芝生化

丹波
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県 民 局
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緑 化 内 容 区 分

古市小学校 篠山市波賀野新田

認定こども園あいいくの丘 丹波市市島町中竹田

丹波市立西中南区公園 丹波市氷上町西中

美和地区自治振興会所有グラウンド 丹波市市島町酒梨

日比宇自治会所有グラウンド 丹波市氷上町日比

かどの交流広場 丹波市氷上町上新庄

上立杭県道脇ポケットパーク 篠山市今田町上立杭

洲本市立大野公民館 洲本市大野

洲本市中川原ふれ愛センター 洲本市中川原町

伊賀野町内会管理地（北原緑地） 南あわじ市北阿万

伊賀野町内会管理地（南田緑地） 南あわじ市北阿万

聖隷淡路病院 淡路市南鵜崎

中来田邸 淡路市志筑

南あわじ市立辰美小学校 南あわじ市津井

ヴァーサ緑地 淡路市生穂

大野保育所 洲本市大野

南あわじ市立辰美小学校 南あわじ市津井

洲本市中川原ふれ愛センター 洲本市中川原町中川原

聖隷淡路病院 淡路市南鵜崎

Themis月極駐車場 洲本市上物部

洲本市中川原ふれ愛センター 洲本市中川原町

○平成25年度緑化実績：216件（植樹本数：約95,600本、芝生化面積：約62,800㎡）

（備考）緑化区分の定義

校園庭の芝生化

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

壁面緑化

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

その他 生垣、土取り跡修景など

校園庭の芝生化

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

団地内の植樹

丹波

淡路

施設敷地内の植樹

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

ひろばの芝生化

ひろばの芝生化


