
名称 所在地
神戸青少年公園 神戸市北区淡河町中山・野瀬
星の杜こども園 神戸市北区鹿の子台南町
平磯緑地 神戸市垂水区平磯１丁目
神戸市立妙法寺小学校 神戸市須磨区妙法寺字桜ノ界地
神戸市立須磨北中学校 神戸市須磨区東白川台
有野公園 神戸市北区有野台
東有野グランド 神戸市北区東有野台
広陵幼稚園 神戸市北区広陵町
あゆみ幼児園 神戸市西区糀台
花隈公園 神戸市中央区花隈町
千原公園 神戸市須磨区白川台
イーストコート４番街戸建地区 神戸市東灘区向洋町中
イル・ｸﾞﾗｯﾂｵ 神戸市西区糀台
シンフォニックシティ西神中央団地 神戸市西区美賀多台
オーク・スクエア西神中央団地 神戸市西区樫野台
摩耶シーサイドプレイスウエスト 神戸市灘区摩耶海岸通
グリーンコーポジェームス山 神戸市垂水区松風台
鶴甲コーポ8号棟 神戸市灘区鶴甲
グラスアリーナ西神中央 神戸市西区糀台
大神宮神社 神戸市中央区中尾町
特別養護老人ホーム恵風園 神戸市北区山田町
平野八幡神社 神戸市西区平野町

道路・河川沿いの植樹 櫨谷川左岸敷地 神戸市西区櫨谷町松本
星の杜こども園 神戸市北区鹿の子台南町
神戸市立須磨北中学校 神戸市須磨区東白川台
イル・ｸﾞﾗｯﾂｵ 神戸市西区糀台
摩耶シーサイドプレイスウエスト 神戸市灘区摩耶海岸通
特別養護老人ホーム恵風園 神戸市北区山田町
ライオンズタワー神戸元町 神戸市中央区栄町通
菊水9まちなか防災空地(1号地) 神戸市兵庫区菊水町
鶴甲コーポ8号棟 神戸市灘区鶴甲
舞子グランドハイツ 神戸市垂水区東舞子町
尼崎市立園田小学校 尼崎市食満
尼崎市立園田中学校 尼崎市食満
尼崎市立大島小学校 尼崎市稲葉荘
尼崎市立大島幼稚園 尼崎市稲葉荘
尼崎市立塚口中学校 尼崎市富松
尼崎市立武庫中学校 尼崎市武庫元町
尼崎市立立花小学校 尼崎市栗山町
若葉保育園 尼崎市東難波町
西宮市立瓦林小学校 西宮市瓦林町
能登公園 西宮市能登町
西宮市立平木中学校 西宮市平木町
西宮市立広田小学校 西宮市愛宕山
西宮市立浜脇幼稚園 西宮市宮前町
西宮市立浜脇中学校 西宮市宮前町
西宮市立平木小学校 西宮市平木町
西宮市立鳴尾東小学校 西宮市笠屋町

西宮市立大社中学校 西宮市神原

西宮市立甲武中学校 西宮市樋ノ口町
西宮市立塩瀬中学校 西宮市名塩木之元
東甲子園公園 西宮市甲子園一番町
ゆりのガーデン（仁川の郷） 西宮市仁川百合野町
西宮市立西宮浜小学校 西宮市西宮浜

団地内の植樹 ルネヒューマンズガーデンパラディオ・外周植栽 西宮市浜甲子園
施設敷地内の植樹 新日鐵住金(株)尼崎製造所向島東口南側植栽改修工事 尼崎市東向島西之町

道路・河川沿いの植樹 光照稲荷参道 西宮市塩瀬町生瀬
西宮市立平木中学校 西宮市平木町
西宮市立大社中学校 西宮市神原
西宮市立浜甲子園中学校 西宮市古川町
西宮市立西宮浜小学校 西宮市西宮浜
合同会社　ＨＡＮＡ保育園 芦屋市朝日ヶ丘町

ひろばの芝生化 新日鐵住金(株)尼崎製造所向島東口南側植栽改修工事 尼崎市東向島西之町
西宮市立広田小学校駐車場 西宮市愛宕山
西宮市立浜脇中学校駐車場 西宮市宮前町
西宮市立平木中学校駐車場 西宮市平木町

屋上緑化 子羊の群れキリスト教会　いのちの家屋上 芦屋市陽光町

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

阪神南

学校・公園の植樹

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

神戸

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹
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兵庫県立伊丹高等学校 伊丹市緑ヶ丘
伊丹緑地 伊丹市春日丘
伊丹市立せつよう幼稚園 伊丹市昆陽南
宝塚市立宝梅中学校 宝塚市宝梅
宝塚市立西山小学校 宝塚市野上
花のみち・さくら橋公園 宝塚市武庫川町
兵庫県立宝塚高等学校 宝塚市逆瀬台
宝塚市立安倉北小学校 宝塚市安倉北
三田市立けやき台中学校 三田市けやき台
猪名川町営住宅児童遊園 猪名川町若葉
ステップハウス宝塚 宝塚市小浜
八坂神社 川西市火打
弥生が丘コミュニティセンター 三田市弥生が丘
広根素盞嗚神社 猪名川町広根
売布北グランド 宝塚市売布自由ガ丘
山手台西４丁目内広場 宝塚市山手台西
逆瀬台バスセンター南 宝塚市逆瀬台
つつじが丘３丁目周辺緑地 三田市つつじが丘南
伊丹市立神津小学校の校庭 伊丹市森本
東洋食品工業短期大学 川西市南花屋敷

ひろばの芝生化 猪名川町営住宅児童遊園 猪名川町若葉
大規模都心緑化 キセラ川西せせらぎ公園（中央公園）・せせらぎ遊歩道 川西市火打

明南町中公園 明石市明南町
明南町南公園 明石市明南町
ＪＲ魚住駅南ロータリー広場 明石市明石市魚住町
ビレッジガルテン明石大久保フェスタの中央コモン 明石市大久保町
里小山ふるさと公園 加古川市平荘町里
母里保育園の園庭 稲美町野寺

団地内の植樹 オリーブハイツ土山 播磨町上野添
施設敷地内の植樹 西岡会館 明石市魚住町西岡

道路・河川沿いの植樹 千波池堤防 稲美町国岡
鳥羽幼稚園 明石市西明石北町
中筋こども園 高砂市中筋
聖パウロ生石保育園 高砂市阿弥陀町
母里保育園の園庭 稲美町野寺
明南町中公園 明石市明南町
明南町南公園 明石市明南町
ビレッジガルテン明石大久保フェスタの中央コモン 明石市大久保町
城ノ池周辺地区 稲美町国岡
オリーブハイツ土山 播磨町上野添
ファームハウスなるい緑の会駐車場 加古川市志方町
やね鍼灸整骨院駐車場 加古川市加古川町粟津
高砂市立中筋こども園駐車場 高砂市中筋

施設敷地内の植樹 小野市浄谷町字前野1700番７から1700番10までの宅地 小野市浄谷町
西脇市立重春幼稚園 西脇市和田町
認定こども園　芳田こども園 西脇市岡﨑町
三木市立三樹小学校 三木市末広

国正町グラウンド 加西市国正町
吉野町公園 加西市吉野町
旧八千代西小学校グラウンド 多可町八千代区大和

駐車場の芝生化 越水町公民館駐車場 加西市越水町

校園庭の芝生化

東播磨

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

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

北播磨

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化
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清水公園 姫路市家島町宮
五字ヶ丘幼稚園園庭 姫路市西今宿
網干公園 姫路市網干区新在家
飾磨西中学校　中庭 姫路市飾磨区構
どんぐり保育園園庭 姫路市大塩町汐咲
ゆたりん 姫路市林田町口佐見
人丸神社　境内 姫路市青山
信光寺 市川町千原
神谷区自治会公民館 福崎町高岡
本谷川のり面 神河町長谷
犬見川のり面 神河町長谷
船場御坊幼稚園 姫路市地内町
五字ヶ丘幼稚園園庭 姫路市西今宿
白浜幼稚園園庭 姫路市白浜町甲
姫学こども園園庭 福崎町南田原
佛性寺駐車場広場 姫路市大津区長松
塩野広場 姫路市安富町塩野
圓福寺 姫路市林田町上構
甲丘第三公園 姫路市豊富町甲丘
旧山之内小学校グランド 姫路市夢前町山之内甲
大歳神社 姫路市夢前町寺
莇野公民館前広場 姫路市夢前町莇野
莇野ペタンク広場 姫路市夢前町莇野
小谷児童遊園地 市川町小谷
市川町健康広場公園 市川町美佐字丸山
西川辺チビッコ広場 市川町西川辺
西川辺公民館 市川町西川辺
孫谷グランド 市川町浅野
小畑健康広場 市川町小畑
坂戸区グランド 市川町坂戸
鶴居西山管理広場 市川町鶴居
屋形小学校跡グランド 市川町屋形
西野区自治会広場 福崎町南田原
西野区公民館　広場 福崎町南田原
長谷駅前交流施設ふれあい広場 神河町栗
名坂公民館駐車場 姫路市安富町名坂
ARBRE PLUS 駐車場 姫路市北条梅原町
もく保育園駐車場 姫路市北条梅原町
佛性寺駐車場 姫路市大津区長松
本誓寺駐車場 姫路市夢前町護持
香寺ハーブガーデン駐車場 姫路市香寺町矢田部
破磐神社駐車場 姫路市西脇
KOMAKUSAぷらすdesign株式会社　アパート駐車場 姫路市元町
姫路市立的形小学校駐車場 姫路市的形町的形
日ノ本学園幼稚園駐車場 姫路市香寺町相坂
旧山之内小学校駐車場 姫路市夢前町山之内甲
教正寺駐車場 市川町小谷
市川町健康広場公園駐車場 市川町美佐字丸山
鶴居公民館駐車場 市川町鶴居
御船公民館駐車場 市川町小畑
孫谷グランド駐車場 市川町浅野字孫谷
神谷区自治会公民館駐車場 福崎町高岡
西野地区自治会広場駐車場 福崎町南田原
山崎区グランド駐車場 福崎町山崎
砥峰高原駐車場 神河町川上トノムコ
栗区消防分団庫駐車場 神河町栗

中播磨

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化
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相生学院高等学校　校庭 相生市野瀬
龍野公園 たつの市龍野町中霞城
じょうせんこども園 たつの市御津町朝臣

道路・河川沿いの植樹 町道のり面 上郡町休治
相生学院高等学校　校庭 相生市野瀬
千種小学校　校庭 宍粟市千種町千草
龍野高校　中庭 たつの市龍野町日山
じょうせんこども園 たつの市御津町朝臣
太子東中学校　校庭 太子町太田

ひろばの芝生化 竹万公園 上郡町竹万
駐車場の芝生化 赤穂市立有年中学校中庭駐車場 赤穂市東有年

日高花の基地公園 豊岡市日高町祢布
やぶこいの街公園 養父市養父市場
ひらの花公園 養父市能座平野
観音さんひろば 養父市八鹿町八木
切畑区「ふれあい広場」 新温泉町切畑

施設敷地内の植樹 三柱神社 豊岡市中郷
道路・河川沿いの植樹 南部農道周辺（畦畔） 豊岡市但東町東中

宮垣運動場 養父市大屋町宮垣
旧多々良木小学校跡地 朝来市多々良木
萩山地区県有地 香美町村岡区萩山字平田
切畑区「ふれあい広場」 新温泉町切畑
旧籠堂跡地 新温泉町藤尾
中筋地区公民館駐車場 豊岡市土渕
株式会社西村風晃園　社員駐車場 豊岡市九日市上町
立杭地区内、篠山市道立杭公園線の隣接地 篠山市今田町下立杭
殿町グランド周辺 篠山市殿町
南多田自治会イベント広場、駐車場 丹波市柏原町南多田
丹波市立崇広小学校前庭及び大内山北側の緑化 丹波市柏原町柏原
いちじまこども園 丹波市市島町上垣
味間北　花畑 篠山市味間北長門の坪
桂谷寺（けいこくじ）内 丹波市春日町野上野
甲賀山 丹波市氷上町成松字甲賀
宗福寺　境内及び裏山 丹波市市島町上鴨阪
岩倉公民館周辺 丹波市市島町中竹田

 美和地区自治振興会所有グラウンド 丹波市市島町酒梨
絹山公民館グラウンド 丹波市氷上町絹山
次郎池西側広場 南あわじ市八木寺内
八木小学校 南あわじ市八木大久保
地区避難所（湊小学校） 南あわじ市湊里
県民交流広場　自然ふれあい長沢 淡路市長沢
医療法人いちえ会洲本伊月病院 洲本市桑間
Shioyasuji-streetgarden 洲本市栄町
山神祀り所 南あわじ市神代社家
国分寺の所有地である北側ゲートボール場の西側の場所 南あわじ市八木国文
マルショウ運輸道路側 南あわじ市榎列上幡多
淡路文化会館 淡路市多賀

道路・河川沿いの植樹 郡家川 淡路市群家
淡路島公園　花の谷 淡路市楠本
県民交流広場　自然ふれあい長沢 淡路市長沢
沼田マンション駐車場 南あわじ市榎列小榎列
虚空蔵庵集会所駐車場 淡路市大谷

屋上緑化 建築物の屋上緑化

淡路

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

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

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

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

○平成28年度緑化実績：２２６件（植樹本数：約６４，８００本　芝生化面積：約６９，８００㎡）

（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

ひろばの芝生化

但馬

学校・公園の植樹

駐車場の芝生化

丹波

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹

ひろばの芝生化

西播磨

学校・公園の植樹

校園庭の芝生化


