（別記）
地域 市町名
神
神戸市
戸

阪

提出先一覧１
提出先

郵便番号

住所

TEL

FAX

神戸市中央区磯辺通3-1-7 078-595-6461 078-595-6469
コンコルディア神戸5F

神戸市役所建設局公園部計画課

651-0084

尼崎市

公益財団法人尼崎緑化公園協会

661-0011 尼崎市東塚口町2-2-1

06-6426-4022 06-6426-4022

西宮市

西宮を花と緑にする会
（西宮市役所土木局公園緑化部
花と緑の課 内）

662-8567 西宮市六湛寺町10-3

0798-35-3682 0798-36-1984

芦屋市

芦屋市緑化推進委員会
（芦屋市役所都市建設部
街路樹課 内）

659-8501 芦屋市精道町7-6

0797-38-2470 0797-38-2163

伊丹市

伊丹市役所市民自治部
環境政策室みどり自然課

664-8503 伊丹市千僧１－１

072-780-3521 072-784-8149

宝塚市花と緑の協会
（宝塚市役所都市安全部
生活安全室公園河川課 内）

665-8665 宝塚市東洋町1-1

0797-77-2021 0797-77-9119

川西市

川西市役所土木部公園緑地課

666-8501 川西市中央町12番1号

072-740-1185 072-740-1330

三田市

三田市緑の募金推進委員会
（三田市役所市民生活部
環境共生室里山のまちづくり課 内）

669-1595 三田市三輪2丁目1-1

079-559-5226 079-562-3555

猪名川町

猪名川町緑化推進委員会
（猪名川町役場地域振興部
農業観光課 内）

666-0292 猪名川町上野11-1

072-766-0001
072-766-8709
内線146

明石市

明石市立花と緑の学習園

673-0005 明石市小久保1-10-3

078-924-6111 078-924-6121

加古川市

加古川みどりの会
（加古川市役所建設部
公園緑地課 内）

675-8501

神 宝塚市

加
古
高砂市
川

加古川市加古川町北在家 079-427-9271 079-424-1374
2000

公益財団法人高砂市施設利用振興
高砂市阿弥陀町地徳
676-0828
財団
301番地
（市ノ池公園みどりの相談所 内）

079-447-6401 079-447-6402

稲美町

稲美町役場地域整備部
都市計画課

675-1115 稲美町国岡1-1

079-492-1212
079-492-2345
内線249

播磨町

播磨町役場土木グループ

675-0182

西脇市

西脇市緑化推進委員会
（西脇市役所産業活力再生部
農林振興課 内）

677-8511 西脇市郷瀬町605

0795-22-3111
0795-22-6987
（代表）

三木市

三木市緑化推進委員会
（三木市役所農業振興課 内）

673-0492 三木市上の丸町10-30

0794-82-2000
0794-82-9613
(内2206)

小野市緑化推進委員会
（小野市役所地域振興部
産業創造課 内）

675-1380 小野市中島町531

0794-63-1928 0794-63-2614

北 小野市
播
磨
加西市

播磨町東本荘
1-5-30

079-435-2365 079-435-0592

加西市緑化推進委員会
675-2395 加西市北条町横尾1000
（加西市役所地域振興部農政課 内）

0790-42-7523 0790-42-1802

加東市

加東市緑化推進委員会
673-1493 加東市社50
（加東市役所産業振興部農政課 内）

0795-43-0518 0795-43-0552

多可町

多可町緑化推進委員会
（多可町役場産業振興課 内）

0795-32-2388 0795-32-4778

679-1113

多可町中区中村町
123

提出先一覧２
地域

市町名

提出先

郵便番号

住所

TEL

FAX

姫路市緑の募金推進委員会
670-8501 姫路市安田4丁目1
（姫路市役所産業局農林整備課 内）

079-221-2484 079-221-2473

神河町緑化推進委員会
（神河町役場地域振興課 内）

679-3116 神崎郡神河町寺前64

0790-34-0960 0790-34-0691

市川町緑化推進委員会
（市川町役場地域振興課 内）

679-2392

神崎郡市川町西川辺
165-3

0790-26-1015 0790-26-3121

福崎町

福崎町緑化推進委員会
（福崎町役場農林振興課 内）

679-2280

神崎郡福崎町南田原
3116-1

0790-22-0560 0790-22-2919

相生市

相生市緑化推進委員会
（相生市役所地域振興課 内）

678-8585 相生市旭1丁目1番3

0791-23-7130 0791-23-7137

赤穂市

赤穂市緑化推進委員会
（赤穂市役所産業振興部
農林水産課 内）

678-0292 赤穂市加里屋81

0791-43-6840 0791-43-6892

上郡町

上郡町緑化推進委員会
（上郡町役場産業振興課 内）

678-1292 赤穂郡上郡町大持278

0791-52-1116 0791-52-6015

佐用町緑化推進委員会
（佐用町役場農林振興課 内）

679-5380

佐用郡佐用町佐用
2611-1

0790-82-0667 0790-82-0017

たつの市

たつの市緑化推進委員会
（たつの市役所農林水産課 内）

679-4192

たつの市龍野町富永
1005-1

0791-64-3137 0791-63-2594

宍粟市

宍粟市緑化協会
宍粟市山崎町中広瀬
671-2593
（宍粟市役所産業部林業振興課 内）
133-6

0790-63-3065 0790-63-1282

太子町

たいし花と緑の会
（太子町役場経済建設部
産業経済課 内）

671-1592 揖保郡太子町鵤280-1

079-277-5993 079-277-6041

豊岡市

豊岡市緑化推進委員会
（豊岡市役所コウノトリ共生部
農林水産課 内）

668-8666 豊岡市中央町2-4

079-623-1127 079-624-7801

香美町緑化推進委員会
（香美町役場農林水産課 内）

669-6592

美方郡香美町香住区香住
0796-36-0846 0796-36-3809
870番地の1

新温泉町

新温泉町緑化推進委員会
（新温泉町役場農林水産課 内）

669-6792

美方郡新温泉町浜坂
2673-1

養父市

養父市緑化推進委員会
（養父市役所産業環境部
環境推進課 内）

667-0198 養父市広谷250-1

朝来市

朝来市緑化推進委員会
（朝来市役所産業振興部
農林振興課 内）

669-5292

姫路市
中 神河町
播
磨 市川町

西
播 佐用町
磨

北
但 香美町

南
但

朝来市和田山町東谷
213-1

丹波篠山市緑化推進委員会
669-2397 丹波篠山市北新町41
丹波篠山市 （丹波篠山市役所農都創造部
丹
森づくり課 内）
波
丹波市緑化推進委員会
669-4141 丹波市春日町黒井811
丹波市
（丹波市産業経済部農林整備課 内）
洲本市

洲本市役所産業振興部林務水産課 656-8686 洲本市本町3丁目4-10

南あわじ市緑化推進委員会
淡
南あわじ市 （南あわじ市役所産業建設部
路
農林振興課 内）
淡路市

079-664-2033 079-664-1758

079-672-2774 079-672-3220

079-552-5013 0795-52-2090

0795-88-5029 0795-70-3212
0799-24-7640 0799-25-3590

656-0472 南あわじ市市善光寺22番地10799-43-5223 0799-43-5323

淡路市役所産業振興部農林水産課 656-2225 淡路市生穂新島8番地

全県的な取組
兵庫県農政環境部農林水産局
(農林振興事務
豊かな森づくり課
所をまたぐもの）

0796-82-5626 0796-82-3054

6508567

0799-64-2512 0799-64-2530

神戸市中央区下山手通5-10- 078-341-7711
078-362-3954
1
内線4217

