
名　　称 面積(㎡) 構成樹種 所　在　地
指定
番号

指定年 備　　考

1 保久良神社 15,500 ヤマモモ、クロガネモチほか
本山町北畑ザクガ原860、
同字祓御860-1

26 昭和50年
神戸の名木指定（ﾔﾏﾓﾓ）
兵庫県環境緑地保全地域
指定

2 弓弦羽神社 2,900
エノキ、クスノキ、クロマツ、アラカシ、クロガネ
モチほか

御影町郡家弓弦羽森1810 1 昭和49年
市天然記念物指定
（ムクノキ1本）

3 十善寺 24,000
クロマツ、サクラ、クロガネモチ、アラカシ、ネズ
ミモチ、スギ、エノキ、クスノキ、タケ、ヤマモ
モ、モミジ、ツバキ、ヒメユズリハ、ソヨゴほか

一王山町1 3 昭和49年 市民公園指定

4 大土神社 1,300
イヌマキ、クロマツ、アラカシ、クスノキ、ヒノキ、
サクラ、ネズミモチ、モミジほか

鶴甲3-15-24 4 昭和49年

5
河内国魂神社
(五毛天神)

500
クロマツ、クスノキ、イチョウ、サクラ、カヤ、タイ
サンボク、オガタマノキ、モチノキほか

国玉通3-6-5 5 昭和49年

6 敏馬神社 2,300
クスノキ、イチョウ、クロガネモチ、ニレ、ケヤ
キ、ツバキ、サンゴジュほか

岩屋中町4-1-8 6 昭和49年

＊ 六甲八幡神社 8,200 クスノキ、ケヤキ、ムクノキほか 八幡町3-6-5 32 令和4年

7 妙光院 1,100
クスノキ、イチョウ、クロマツ、アラカシ、サクラ、
クロガネモチ、ツバキ、モミジ、タイサンボク、ビ
ワ、ムクロジほか

神仙寺通1-2-10 7 昭和49年

8 筒井八幡神社 1,200
クスノキ、クロガネモチ、ムクノキ、サクラ、シ
イ、イチョウ、サンゴジュ､ヒイラギモクセイほか

宮本通3-1-5 8 昭和49年

9 生田神社 2,800
クスノキ、アラカシ、ツバキ、アオキ、ネズミモ
チ、ウバメガシほか

下山手通1-2-1 9 昭和49年

10 湊川神社 12,600
クスノキ、イチョウ、シイノキ、ユーカリ、サンゴ
ジュほか

多聞通3-1-1 10 昭和49年

11 祥福寺 1,100
タイサンボク、ヒマラヤスギ、スギ、クスノキ、ア
ラカシ、クロマツ、モミほか

五宮町22-17 11 昭和49年

12 真光寺 3,100
クスノキ、エノキ、ムクノキ、サクラ、クロガネモ
チ、ハゼノキ、イチョウ、アオギリほか

松原通1-1-62 14 昭和49年

13 瑞宝寺公園 38,000
モミジ、スギ、ツバキ、ウバメガシ、アカマツ、ア
ラカシほか

有馬町瑞宝寺山119 16 昭和49年 神戸の名木指定（モミジ）

14 田尾神社 380 アラカシ、ムクノキ、カヤほか 有野町有野字新田3468 30 平成3年

15 若宮神社 1,300 シラカシ、スギ、ツガほか 有野町有野2302 28 平成元年 市民公園指定

16 唐櫃石神社 1,400
アカマツ、アラカシ、シラカシ、ネズミモチ、ヤブ
ニッケイ、ソヨゴ、サクラほか

唐櫃台2-39 15 昭和49年

＊ 大歳神社 2,800 スダジイ、ツクバネガシ、シラカシ、スギ 山田町小部字松宮山46 31 平成18年

＊ 柏尾台 17,000 クヌギ、アラカシ、コナラ、スギほか 柏尾台49ほか 33 令和5年

＊ 上津台 14,314 クヌギ、アラカシ、コナラ、アカマツほか 上津台4-20-77 34 令和5年

17 長田神社 3,200
クロマツ、クスノキ、イヌマキ、ウバメガシ、ヒメ
コマツ、クロガネモチ、サンゴジュ、タイサンボク
ほか

長田町3-1-1 17 昭和49年

神戸の名木指定（ｸｽﾉｷ）
市天然記念物指定
（クスノキ2本）
市民公園指定

18 池田祇園神社 485
クスノキ、トウネズミモチ、アラカシ、ウバメガシ
ほか

池田寺町7 27 昭和51年

＊ 獅子ケ池 84,000 アラカシ、ヤマモモ、サクラほか 一里山町54-1ほか 35 令和5年

＊ 高取山 5,387 クスノキ、アラカシ、クヌギほか 高取山町103-1ほか 36 令和5年

19 禅昌寺 3,700
クスノキ、ムクノキ、ナナメノキ、モミジ、イチョ
ウ、スギ、アラカシ、エノキ、ヒノキ、アオキ、ヒ
サカキほか

禅昌寺町2-5-1 19 昭和49年

20 妙法寺 12,000

クスノキ、アラカシ、スギ、モミジ、コナラ、サル
スベリ、ヤマモモ、シイノキ、タイサンボク、ヒイ
ラギ、サクラ、イチョウ、ネズミモチ、モチノキ、
ムクノキ、ツバキほか

妙法寺毘沙門山1286 20 昭和49年

21 離宮道 1,700 クロマツ 桜木町1～3地先 18 昭和49年

22 綱敷天満宮 1,400
クスノキ、クロガネモチ、ウメ、サカキ、ウバメガ
シ、クロマツ、エノキ、ツバキ、サンゴジュ、ヒマ
ラヤスギほか

天神町2-1-11 21 昭和49年

23 諏訪神社 500
クスノキ、モッコク、ムクノキ、エノキ、ネズミモ
チ、ウバメガシ、クロガネモチほか

須磨本町1-1-45 22 昭和49年

24 厄除八幡神社 18,800
ウバメガシ、アラカシ、ヤマモモ、ムクノキ、カク
レミノ、モチノキ、ネズミモチ、トベラ、クヌギ、コ
ナラ、クロマツ、スギ、ヒノキほか

多井畑字宮脇1 23 昭和49年

25 須磨浦公園 20,000
クロマツ、サクラ、シイノキ、モッコク、ヒメユズリ
ハ、クロガネモチ、エノキ、コナラほか

一の谷町8 24 昭和49年

垂
水
区

26 海(綿津見)神社 1,300
クロマツ、クスノキ、イチョウ、ケヤキ、ウバメガ
シ、アラカシ、ネズミモチ、マサキほか

宮本町5-1 25 昭和49年

27 若宮神社 7,900 スギ、カシほか 天が岡676 29 平成元年

＊ 雄岡山 107,275 クヌギ、コナラ、アラカシほか
神出町東字丸ケ岡1188-33
ほか

37
39
40

令和5年

＊ 雌岡山 137,006 ウメ、クヌギ、アラカシほか
神出町東字天王山1180-2ほ
か

38 令和5年

35ヶ所 全市計 556,447

＊
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はガイドブック未掲載（2002年（平成14年）以降に指定）
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