
名称 所在地
神戸市立南五葉小学校 神戸市北区南五葉
神戸市教育委員会用地 神戸市北区惣山町
街園(下河原のこみち) 神戸市灘区下河原通
竹の北公園 神戸市西区竹の台
竹の台小学校 神戸市西区竹の台
竹の西公園 神戸市西区竹の台
井吹台中公園 神戸市西区井吹台東町
神戸市立須磨北中学校 神戸市須磨区東白川台
桂木小学校 神戸市北区桂木
神戸市教育委員会用地(その２) 神戸市北区惣山町
御崎グリーンマンション 神戸市兵庫区吉田町
イーストコート４番街戸建地区 神戸市東灘区向洋町中
サンタウン御屋敷通 神戸市長田区御屋敷通
ヴィル・ド・ヴァン西神南・周辺隣接歩道緑地 神戸市西区井吹台西町
モンセーヌ西神南 神戸市西区井吹台東町
イーストコート7番街 神戸市東灘区向洋町中
ローレルハイツ神戸1号棟 神戸市兵庫区駅前通
ウエストコート4番街 神戸市東灘区向洋町中
エルタウン学園3 神戸市西区学園東町
魚崎アーバンライフ 神戸市魚崎西町

施設敷地内の植樹 竹の台地域福祉センター 神戸市西区竹の台
2級河川明石川水系伊川(伊川谷町小寺地先) 神戸市西区伊川谷町小寺(2級河川伊川左岸)

ひよどり台6号周辺緑地のウグイスの鳴く丘公園 神戸市北区ひよどり台
鶴甲2～4丁目法面 神戸市灘区鶴甲
桂木児童館～桂木小学校への遊歩道 神戸市北区桂木
神戸市立南五葉小学校 神戸市北区南五葉
広陵幼稚園 神戸市北区広陵町
かすが保育園 神戸市垂水区北舞子
岩岡幼稚園 神戸市西区岩岡町古郷
神戸市教育委員会用地 神戸市北区惣山町
ヴィル・ド・ヴァン西神南・周辺隣接歩道緑地 神戸市西区井吹台西町
ナスラック㈱　シャルル神戸工場 神戸市西区高塚台
桂木児童館 神戸市北区桂木
ローレルハイツ神戸1号棟 神戸市兵庫区駅前通
神戸市教育委員会用地(その２) 神戸市北区惣山町
桂木児童館 駐車場 神戸市北区桂木
大原・桂木地域福祉センター 駐車場 神戸市北区大原
尼崎市立園和小学校 尼崎市東園田町
尼崎市立園田東小学校 尼崎市東園田町
尼崎市立浜田小学校 尼崎市浜田町
尼崎市立塚口中学校校庭 尼崎市富松町　
西宮市立生瀬小学校 西宮市生瀬町
西宮市立平木小学校 西宮市平木町
兵庫県立西宮今津高等学校 西宮市浜甲子園
西宮市立今津小学校 西宮市今津二葉町
西宮市立深津中学校 西宮市深津町
西宮市立門戸幼稚園 西宮市門戸東町
西宮市立上ヶ原中学校 西宮市上ヶ原九番町
若宮ふれあい広場 芦屋市若宮町

団地内の植樹 フレアージュ塚口 尼崎市上坂部
新日鐵住金(株)尼崎製造所向島変電所南側
県道沿道セットバック緑化工事

尼崎市東向島西之町

須佐之男神社 西宮市郷免町
駅前武庫之庄線 尼崎市武庫之荘
北側遊歩道 西宮市名塩さくら台
尼崎市立園田中学校 尼崎市食満
尼崎市立塚口中学校校庭 尼崎市富松町
西宮市立鳴尾中学校 西宮市甲子園八番町
西宮市立高木北小学校 西宮市薬師町
西宮市立西宮東高等学校 西宮市古川町
報徳学園テニスコート 西宮市一里山町
西宮市立今津小学校 西宮市今津二葉町
西宮市立西宮浜小学校 西宮市西宮浜
西宮市立上ヶ原中学校 西宮市上ヶ原九番町

ひろばの芝生化 鍋倉公園 西宮市北六甲台
尼崎市立塚口中学校 駐車場 尼崎市富松町
西宮市立生瀬小学校 駐車場 西宮市生瀬町

阪神南

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

駐車場の芝生化

神戸
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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

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化
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池尻北公園 伊丹市池尻
兵庫県立伊丹北高等学校 伊丹市鴻池
伊丹市立笹原中学校 伊丹市南野北
宝塚市立宝梅中学校 宝塚市宝梅
栄町3丁目ゆめ公園 宝塚市栄町
花のみち・さくら橋公園 宝塚市武庫川町
あかしあ台公園 三田市あかしあ台
御霊神社 三田市貴志字美内
宗教法人　三輪神社 三田市三輪字丸山
逆瀬台バスセンター南延伸部 宝塚市逆瀬台
塩谷川沿岸歩道 宝塚市伊孑志字武庫山
清和台東５丁目歩道緑地 川西市清和台東
弥生が丘コミュニティ横の法面及び広場 三田市弥生が丘
伊丹市立伊丹特別支援学校 伊丹市鴻池
兵庫県立伊丹北高等学校 伊丹市鴻池
三田市立広野小学校 三田市上井沢
プロペラ公園拡充地 川西市久代
子育て支援センター 猪名川町柏梨田イクシ

駐車場の芝生化 光の子保育園 第二駐車場 三田市あかしあ台
人丸小学校 明石市東人丸町
神野スポーツ公園 加古川市神野町石守字丸山
西神吉認定こども園 加古川市西神吉町大国
東神吉小学校 加古川市東神吉町神吉
新手中橋広場 稲美町印南字上場
オーズガーデンイースト 明石市大久保町大久保
オリーブハイツ土山 播磨町上野添
やはたこども園 加古川市八幡町下村
東神吉小学校 加古川市東神吉町神吉
母里保育園 稲美町野寺
明石海浜公園 明石市二見町南二見
里グランド 加古川市平荘町里字池田
神野スポーツ公園 加古川市神野町石守字丸山
国岡西部第１公園 稲美町国岡
国岡西部第２公園 稲美町国岡
山城池公園 稲美町国岡
国岡東公園 稲美町国岡
オリーブハイツ土山 播磨町上野添
吉生院 駐車場 加古川市平岡町新在家
高砂市立中筋こども園 駐車場 高砂市中筋

学校・公園の植樹 住吉町所有の公民館南側広場 小野市住吉町字柳町
道路・河川沿いの植樹 東条湖周辺地区 加東市黒谷地区及び廻渕地区

校園庭の芝生化 三木市立広野小学校 三木市志染町広野
西脇市日本のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場 西脇市黒田庄町門柳
住吉町所有の公民館南側広場 小野市住吉町字柳町
礒崎神社社務所の前 加西市下道山町
的場ふれあい広場（仮称） 多可町加美区的場
旧八千代西小学校グラウンド 多可町八千代区大和

団地内の植樹

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

北播磨

ひろばの芝生化

東播磨

学校・公園の植樹

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

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化
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市川町健康広場公園 市川町美佐字丸山
西大貫墓地公園 福崎町大貫
相山古墳公園 福崎町大貫
福崎町イーストパーク 福崎町大貫
アーブルプラスマシゴモッタ 姫路市北条梅原町
医王寺敷地法面 福崎町高岡
姫路市道水上１０４号線路肩 姫路市城見台
夢前川河川敷 姫路市姫路市広畑区西夢前台
本谷川・町道西山大栗線法面 神河町長谷地内

校園庭の芝生化 山田こども園園庭 姫路市山田町北山田
教専寺境内 姫路市青山
西多田スポーツ広場 姫路市山田町多田
高木西公園 姫路市花田町高木
市川町健康広場公園 市川町美佐字丸山
孫谷グラウンド 市川町浅野字孫谷
小谷児童遊園地 市川町小谷
加治谷区自治会公民館広場 福崎町東田原
雲津川左岸未舗装道路 福崎町西田原
福崎町イーストパーク 福崎町大貫
西光寺公園 福崎町南田原
桧谷ふれあい広場 福崎町高橋字桧谷
日ノ本学園幼稚園駐車場 姫路市香寺町相坂
社会福祉法人 五倫会 姫路暁乃里 駐車場 姫路市的形町的形
野田集会所　駐車場 姫路市山田町多田
高木公民館　駐車場 姫路市花田町高木
いぶきデイサービス駐車場 姫路市御国野町深志野
浅野公民館 第二駐車場 市川町浅野
近平町民駐車場 市川町近平
甘地町民駐車場 市川町甘地
城山登山口駐車場 市川町鶴居
小畑健康広場　駐車場 市川町小畑
加治谷区自治会公民館 駐車場 福崎町東田原
山崎区グランド 駐車場 福崎町山崎
醫王寺 駐車場 福崎町高岡
桧谷ふれあい広場　駐車場 福崎町高橋字桧谷
西光寺公園　駐車場 福崎町南田原
あおぞら保育園　　園庭 赤穂市赤穂市中広
第一仏光こども園　園庭 たつの市揖保川町山津屋
新宮宮内遺跡 たつの市新宮町宮内
相生学院高等学校　校庭 相生市野瀬
あおぞら保育園　　園庭 赤穂市中広
第一仏光こども園　園庭 たつの市揖保川町山津屋
神部小学校　校庭 たつの市揖保川町黍田
兵庫県立龍野高等学校中庭 たつの市龍野町日山
石海小学校中庭　なかよし広場 太子町福地
野々上なかよし広場 宍粟市山崎町野々上
揖保川町半田校区忠魂碑　ひろば たつの市揖保川町新在家
あおぞら保育園駐車場 赤穂市中広
野々上なかよし広場　駐車場 宍粟市山崎町野々上
兵庫県立龍野高等学校 駐車場 たつの市龍野町日山
アイワ重機駐車場 太子町東南
冨岡歯科クリニック駐車場 太子町矢田部
南総合センター 駐車場 太子町塚森

駐車場の芝生化

西播磨

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

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

ひろばの芝生化
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のうざ花公園 養父市能座林ノ尾
たいようこども園園庭 養父市八鹿町朝倉

施設敷地内の植樹 KARUBE・GARDEN LIVING 養父市十二所
南部農道周辺（畦畔） 豊岡市但東町東中
笑顔並木 豊岡市但東町赤花マルヤマ
遊び場広場 豊岡市城崎町飯谷
豊岡市城崎駅通り公園 豊岡市城崎町湯島
日高町民公園 豊岡市日高町国分寺
豊岡市役所竹野庁舎敷地内 豊岡市竹野町竹野
豊岡市役所出石庁舎前広場 豊岡市出石町内町
豊岡市役所但東庁舎敷地内 豊岡市但東町出合
西谷わくわく広場 養父市大屋町筏字前田
KARUBE・GARDEN LIVING 養父市十二所
旧多々良木小学校跡地 朝来市多々良木
いくの地域自治協議会　ふれあい広場 朝来市生野町口銀谷
安養院檀信徒会館 新温泉町対田
対田ふれあい広場 新温泉町対田
赤崎地区公民館グラウンド（旧赤崎小学校校舎跡地） 新温泉町赤崎
辰巳公民館 篠山市今田町辰巳字向水谷ノ坪
篠山市の所有地である緑地公園内 篠山市小多田字北浦
楽笑園 丹波市氷上町絹山
内尾神社 丹波市氷上町三原字南奥嶋
カドノ診療所 丹波市氷上町上新庄字北長砂
岩倉石像寺周辺 丹波市市島町中竹田字岩倉
パブリック・キッチン広場 丹波市春日町多田

道路・河川沿いの植樹
県道77号線（篠山山南線）及び市道谷川高座
線交差附近緑地

丹波市山南町谷川字踊場

 美和地区自治振興会所有グランド 丹波市市島町酒梨字三ノ丸
JR久下村駅前の市有土地 丹波市山南町谷川
谷川七区公民館 丹波市山南町谷川
兵庫県洲本市立広石小学校 洲本市五色町広石下
なないろ館駐車場横公園 南あわじ市福良甲地先
兵庫県南あわじ市立三原中学校 南あわじ市市十一カ所

道路・河川沿いの植樹 郡家川 淡路市淡路市郡家
校園庭の芝生化 兵庫県南あわじ市立三原中学校 南あわじ市市十一カ所
ひろばの芝生化 虚空蔵庵集会場 淡路市志筑

屋上緑化 建築物の屋上緑化

ひろばの芝生化

丹波

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹

ひろばの芝生化

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
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

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

学校内の植樹・園庭の植樹・公園の緑化・緑地内の緑化など

但馬

学校・公園の植樹

道路・河川沿いの植樹

○平成29年度緑化実績：２０１件（植樹本数：約４７，１００本　芝生化面積：約６７，６００㎡）

（備考）緑化区分の定義

緑化区分 緑化内容
学校・公園の植樹

淡路

学校・公園の植樹


