
名称 所在地
生野公園 神戸市北区道場町生野

神戸市立多井畑小学校 神戸市西区桜が丘中町

兵庫県立東灘高等学校 神戸市東灘区深江浜町

天神山公園 神戸市東灘区御影山手

ひよどり台２丁目あじさい公園 神戸市北区ひよどり台

下河原のこみち 神戸市灘区下河原通

北神戸田園スポーツ公園 神戸市北区有野町二郎

上春日野公園、道路 神戸市中央区中島通

湊町公園 神戸市兵庫区湊町

兵庫大開小学校前 神戸市兵庫区大開通

学が丘保育園 神戸市垂水区学が丘

北神星和台自治会 神戸市北区西山

ポートアイランド住宅 神戸市中央区港島中町

ウエストコート５番街 神戸市東灘区向洋町中

若草住宅2号棟 神戸市須磨区車字長者平

ヴィオス西神団地 神戸市西区井吹台東町

シーズ西神南 神戸市西区井吹台北町

社会福祉法人樅の木福祉会 神戸市西区神出町南

元町１番街商店街 神戸市中央区元町通

元町３丁目商店街 神戸市中央区元町通

元町４丁目商店街 神戸市中央区元町通

元町５丁目商店街 神戸市中央区元町通

元町６丁目商店街 神戸市中央区元町通

湊川伝道館 神戸市兵庫区新開地

塩屋町9丁目市住跡地 神戸市垂水区塩屋町

板宿本通商店街 神戸市須磨区前池町及び平田町

板宿文映通商店街 神戸市須磨区飛松町

大正筋商店街 神戸市長田区二葉町

六間道５丁目商店街 神戸市長田区駒ヶ林町

なでしこレディースホスピタル周辺及び法面 神戸市西区井吹台東町

本山南地域福祉センター 神戸市東灘区本山南町

淡河八幡神社 神戸市北区淡河町勝雄

楠木町6丁目交差点 神戸市兵庫区西上橘通

ＮＴＴ湊川営業所前 神戸市兵庫区下沢通

水木小学校前・兵庫児童館北面 神戸市兵庫区水木通

川池地域福祉センター 神戸市兵庫区松本通

明親地域福祉センター 神戸市兵庫区須佐野通

南須磨地域福祉センター 神戸市須磨区松風町

多目的広場 神戸市長田区三番町

バサラヴィレッジグリーン 神戸市西区平野町印路

ポートアイランドアイランド東側臨海道路 神戸市中央区加納町

緑と彫刻の道 神戸市中央区楠町

有馬川土手沿い 神戸市北区道場町塩田城谷

横尾周辺緑地 神戸市須磨区横尾

山手幹線 神戸市中央区中山手通

原田線 神戸市中央区熊内町

須磨寺参道 神戸市須磨区須磨寺町

ﾄﾚｼﾞｬｰｷｯｽﾞにしなだ保育園 神戸市灘区都通

塩屋キッズブライト・インターナショナル・プリスクール 神戸市垂水区塩屋

学が丘保育園 神戸市垂水区学が丘

生野西公園 神戸市北区道場町生野

社会福祉法人樅の木福祉会 神戸市西区神出町南

淡河八幡神社 神戸市北区淡河町勝雄

須磨寺参道 神戸市須磨区須磨寺町

多目的広場 神戸市長田区三番町

バサラヴィレッジグリーン 神戸市西区平野町印路

北神星和台自治会 神戸市北区西山

駐車場の芝生化 新場自治会地蔵堂駐車場 神戸市西区岩岡町岩岡

団地内の植樹

神戸

道路・河川沿いの植樹

校園庭の芝生化

施設敷地内の植樹

ひろばの芝生化

令和３年度　県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

地域 緑化内容区分
実施箇所

学校・公園の植樹



名称 所在地

令和３年度　県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

地域 緑化内容区分
実施箇所

兵庫県立西宮南高等学校 西宮市高須町

西宮市立鳴尾南中学校 西宮市高須町

西宮市立東山台小学校 西宮市東山台

芦屋病院・山麓公園 芦屋市朝日ヶ丘町

団地内の植樹 アステム芦屋C棟 芦屋市高浜町

修景緑化・生垣 個人邸 芦屋市山手町

神戸海星女子学院マリア幼稚園 西宮市木津山町

兵庫県立西宮南高等学校 西宮市高須町

西宮市立鳴尾南中学校 西宮市高須町

兵庫県立西宮高等学校 西宮市上甲東園

西宮市立東山台小学校 西宮市東山台

西宮市立鳴尾南中学校駐車場 西宮市高須町

西宮市立山口中学校駐車場 西宮市山口町上山口

屋上緑化 猪名の森保育園屋上緑化 尼崎市東園田

宝塚市立安倉中学校 宝塚市安倉中

西山小学校 宝塚市野上

兵庫県立伊丹高等学校 伊丹市緑ヶ丘

伊丹市立神津小学校 伊丹市森本

西野第６住宅 伊丹市西野

アトレ三田ウッディタウン 三田市けやき台

ウッディタウン新三田セントパーク団地 三田市すずかけ台

東急ドエル・アルス三田ウッディタウン中央 三田市ゆりのき台

パークアヴェニュー神戸三田 三田市弥生が丘

三田市小野緑地 三田市小野

けやき坂ファミリーパーク 川西市けやき坂

藤和ライブタウン三田 三田市ゆりのき台

伏見台１１号緑地 猪名川町伏見台

伊丹中央サンロード商店街 伊丹市中央

兵庫県立伊丹高等学校 伊丹市緑ヶ丘

西山小学校 宝塚市野上

波豆川多目的広場 三田市波豆川

パークアヴェニュー神戸三田 三田市弥生が丘

波豆川多目的広場駐車場 三田市波豆川

個人邸 川西市向陽台

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

阪神南

学校・公園の植樹

団地内の植樹

阪神北

施設敷地内の植樹

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



名称 所在地

令和３年度　県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

地域 緑化内容区分
実施箇所

母里保育園　園庭 稲美町野寺

米田西小学校 高砂市米田町塩市

くわのき+アネックスこども園 明石市野々上

兵庫県立東播磨高等学校 稲美町中一色

兵庫県立東播磨高等学校 稲美町中一色

ふる里オリーブ 加古川市平荘町里字小山

ひなげ児童公園 高砂市米田町塩市

ファミリー広場 稲美町中村

ロワイヤル明石大久保アーバンスクエア 明石市大久保町福田

みどりの森こども園　駐車場 加古川市平荘町小畑

加古川バプテスト教会　新会堂周辺 加古川市加古川町大野

明石市立　美里厚生館 明石市魚住町西岡

ＪＲ西明石駅前 明石市小久保

ピュアキューピットこども園 加古川市平岡町山之上

浜の宮中学校 加古川市別府町新野辺

若宮小学校緑の広場 加古川市尾上町養田

米田西小学校 高砂市米田町塩市

白陵中学校・白陵高等学校 高砂市阿弥陀町阿弥陀

くわのき+アネックスこども園 明石市野々上

兵庫県立東播磨高等学校 稲美町中一色

明石市立　美里厚生館 明石市魚住町西岡

ファミリー広場 稲美町中村
加古川バプテスト教会　新会堂周辺 加古川市加古川町大野
ハローこどもファミリー歯科 明石市魚住町長坂寺

ひなげし児童公園 高砂市米田町塩市

浜の宮中学校駐車場 加古川市別府町新野辺

加古川バプテスト教会駐車場 加古川市加古川町大野

若宮小学校みどりの駐車場 加古川市尾上町養田

ファミリー駐車場 稲美町中村
みどりの森こども園駐車場 加古川市平荘町小畑

茨木酒造駐車場 明石市魚住町西岡

くわのき+アネックスこども園駐車場 明石市野々上

兵庫県立東播磨高等学校駐車場 稲美町中一色

屋上緑化 くわのき+アネックスこども園壁面緑化 明石市野々上

加東市立東条学園小中学校 加東市天神

東条学園後期課程校舎 加東市岩屋

兵庫県立播磨中央公園 加東市下滝野

観音堂　駐車場 小野市住吉町字才

ラベンダーパーク周辺 多可町加美区轟

キッズランドかみ 多河町加美区的場

あさかこども園 多河町安坂

ひろばの芝生化 西谷東町営農倉庫前広場 加西市西谷町

上野田町公民館駐車場 加西市野田町

前坂大歳駐車場 西脇市黒田庄前坂字森谷

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

東播磨

学校・公園の植樹

施設敷地内の植樹
北播磨

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



名称 所在地

令和３年度　県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

地域 緑化内容区分
実施箇所

松風保育園園庭 姫路市阿保甲

さくらひがし保育園園庭 姫路市城東町竹之門

ベアズガーデン国際自然こども園園庭 姫路市西今宿

姫路東こども園園庭 姫路市東山

妙音寺広場 神河町猪篠

亀坪区公民館広場 福崎町大貫

妹尾電化サービス店舗前 姫路市白浜町宇佐崎北

旧公民館跡地 市川町西田中

わんにゃふる姫路広場 姫路市四郷町山脇

住吉神社広場 神河町岩屋

石倉ザッパ村広場 姫路市石倉

手仕事喫茶　御座候庭園 姫路市書写

ＪＲ姫路駅　北駅前広場 姫路市駅前町

道路・河川沿いの植樹 NPO法人ひょうご里山 姫路市五軒邸

松風保育園園庭 姫路市阿保甲

姫学こども園園庭 福崎町南田原

さくらひがし保育園園庭 姫路市城東町竹之門

ベアズガーデン国際自然こども園園庭 姫路市西今宿

姫路東こども園園庭 姫路市東山

妙音寺広場 神河町猪篠

亀坪区公民館広場 福崎町大貫

（有）住兼工務店資材置き場 姫路市飾磨区中島

にしのふれあい広場 福崎町南田原字下垣内

岩屋公民館広場 神河町岩屋

東部工業団地法面 福崎町大貫

光輪寺広場 姫路市香寺町恒屋

根宇野コミュニティ広場駐車場 神河町根宇野

河内公民館駐車場 市川町下牛尾

亀坪区公民館駐車場 福崎町大貫

了慶寺駐車場 姫路市香寺町野田

山陽中学校緑の駐車場 姫路市延末

岩屋公民館駐車場 神河町岩屋

西田中旧公民館跡駐車場 市川町神崎郡市川町西田中

倉谷古墳公園駐車場 市川町神崎群市川町奥字藤谷

光輪寺駐車場 姫路市香寺町恒屋

ベアズガーデン国際自然こども園駐車場 姫路市西今宿

石倉ザッパ村駐車場 姫路市石倉

手仕事喫茶御座候駐車場 姫路市書写

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

校園庭の芝生化



名称 所在地

令和３年度　県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

地域 緑化内容区分
実施箇所

学校・公園の植樹 龍野公園 たつの市龍野町中霞城

カフェレストランhanaテラス敷地内 上郡町大枝

上野田スマイルパーク駐車場 宍粟市一宮町上野田

奥公民館緑の広場 上郡町奥甲

菅野地区防災広場 宍粟市山崎町木谷

道路・河川沿いの植樹 道の樹広場 上郡町與井字川原

校園庭の芝生化 相生学院高等学校校庭 相生市野瀬

センターみはらし 宍粟市一宮町東河内

家原遺跡公園 宍粟市一宮町三方町

カフェレストランhanaテラス敷地内 上郡町大枝

野部公民館広場 たつの市神岡町野部

上横内広場 たつの市神岡町上横内

上野田スマイルパーク駐車場 宍粟市一宮町上野田

奥公民館緑の広場 上郡町奥甲

道の樹広場 上郡町與井字川原

菅野地区防災広場 宍粟市山崎町木谷

神明寺自治会駐車場 上郡町神明寺

佐用谷自治会公園駐車場 上郡町佐用谷

グリーンプログラム駐車場 たつの市揖保川町二塚

上横内構造改善センター駐車場 たつの市神岡町上横内

野部公民館駐車場 たつの市神岡町野部

上野田スマイルパーク駐車場 宍粟市一宮町上野田

奥公民館駐車場 上郡町赤穂郡上郡町奥甲

横内構造改善センター駐車場 たつの市神岡町横内

西光寺駐車場 宍粟市山崎町御名

香山南公民館駐車場 たつの市新宮町香山

香山北公民館駐車場 たつの市新宮町香山

與井自治会駐車場 上郡町與井

菅野地区防災広場駐車場 宍粟市山崎町木谷

福峯花と緑の会駐車場 上郡町神明寺

駐車場の芝生化

施設敷地内の植樹

ひろばの芝生化

西播磨



名称 所在地

令和３年度　県民まちなみ緑化事業　実施箇所一覧

地域 緑化内容区分
実施箇所

朝来市生野町栃原地内 朝来市生野町栃原

ほたるの館　宿泊施設周囲の高木植栽 養父市奥米

一円電車広場 養父市大屋町明延

豊岡市但東町赤花 豊岡市但東町赤花字主計・山裾

長野区　内山開発地域 養父市長野

生野駅西口駅前広場 朝来市生野町口銀谷

校園庭の芝生化 兵庫県立豊岡高等学校 豊岡市京町

一円電車広場 養父市大屋町明延

八代地区ふれあい広場 豊岡市日高町小河江字大道

学校・公園の植樹 認定こども園あおがき　園庭 丹波市青垣町沢野

住吉台自治会　テニスコート 丹波篠山市住吉台

グラウンド外 丹波市春日町山田

佐々井むつみの花園 丹波市氷上町中野字久呉ノ段

絹山公民館 丹波市氷上町絹山

前山地区地域づくりセンター　オアシスいつせ 丹波市市島町上竹田

おとわの森子育てママフィールドpetit prix 丹波篠山市味間新

認定こども園あおがき　園庭 丹波市青垣町沢野

認定こども園ミライズにじ園庭 丹波市柏原町柏原

認定こども園ミライズそら園庭 丹波市柏原町鴨野

栗柄健康広場 丹波篠山市栗柄字横道ノ坪

住吉台自治会　テニスコート 丹波篠山市住吉台

雲部公民館南の空き地（学校用地） 丹波篠山市西本莊2

駐車場の芝生化 おとわの森子育てママフィールド駐車場 丹波篠山市中野字上屋敷ノ坪

里山基地　子どもの遊び場 南あわじ市伊加利菅ノ谷

リーガテクトアパート 淡路市志筑新島

光照寺・中川原集会所 洲本市中川原町中川原

志筑八幡神社 淡路市志筑

賀茂神社 淡路市生穂

柳学園 洲本市下加茂

城戸アグリ公園 洲本市木戸

古茂江海岸サントピア地区運河沿い 洲本市小路谷

旧育波保育所 淡路市育波

志筑八幡神社 淡路市志筑

賀茂神社 淡路市生穂

斗ノ内憩い広場 淡路市斗ノ内

賀茂神社駐車場 淡路市生穂

佐野八幡神社駐車場 淡路市佐野

多賀薔薇園駐車場 淡路市多賀

斗ノ内憩いの広場駐車場 淡路市斗ノ内

津名イングリッシュガーデンの駐車場 淡路市王子

柳学園駐車場 洲本市下加茂

中河原集会所光照寺駐車場 洲本市中河原町中川

個人宅の生垣、土取り跡修景など

屋上緑化 建築物の屋上緑化

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

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

（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
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
修景緑化・生垣

　○令和３年度緑化実績：２４６件（植樹本数：約４５，０００本　芝生化面積：約５７，０００㎡）

施設敷地内の植樹

ひろばの芝生化

但馬

施設敷地内の植樹

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

丹波

淡路

施設敷地内の植樹

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化


