
Ⅲ　付属資料



日　付

4月22日 知事公邸 （鳥取市）

4月23日 （株）日新合板工場等 （境港市）

4月29日 智頭町民グランドほか （智頭町）

5月20日 とっとり共生の森意見交換会 対翠閣 （鳥取市）

5月20,21日 ナラ枯れからドングリの木を守るプロジェクト とっとり出合いの森 （鳥取市）

6月29日 米子コンベンションセンター （米子市）

7月8日 知事公邸 （鳥取市）

8月2日 知事公邸 （鳥取市）

9月2日 第2回林業技術を考える会 とりぎん文化会館（鳥取市） （鳥取市）

9月12日 知事公邸 （鳥取市）

10月1日 とっとり森林月間（10/1～10/31）

11月3日 ボランティアによる環境保全活動を考える集い とっとり出合いの森 （鳥取市）

11月14日 知事公邸 （鳥取市）

12月17日 鳥取県立博物館 （鳥取市）

1月21日 山地災害シンポジウム とりぎん文化会館 （鳥取市）

2月6日 知事公邸 （鳥取市）

2月11日 とりぎん文化会館 （鳥取市）

2月13日 知事公邸 （鳥取市）

3月8日 第3回林業技術を考える会 とりぎん文化会館 （鳥取市）

水野商事（株）との「とっとりの森カーボン・オフセット
パートナー協定」調印式

第64回全国植樹祭記念講演会「森林との新たな共生
を目指して」

青年林業士研修会

第57回鳥取県植樹祭

ニッポン高度紙（株）との「とっとりの森カーボン・オフ
セットパートナー協定」調印式

「とっとり共生の森」の(社）鳥取県トラック協会と鳥取
市との調印式

北陽冷蔵（株）との「とっとりの森カーボン・オフセット
パートナー協定」調印式

（株）武晃建設との「とっとりの森カーボン・オフセット
パートナー協定」調印式

八幡コーポレーション（株）との「とっとりの森カーボン・
オフセットパートナー協定」調印式

寿ホームズ（株）との「とっとりの森カーボン・オフセット
パートナー協定」調印式

林政・林業の出来事（平成23年度）

内　　　　　容 場　　　　　所

（株）フジトランスコーポレーションとの「とっとりの森
カーボン・オフセットパートナー協定」調印式

国際森林年記念シンポジウム



県・市町村の木・花

1　県の木・花

区分 県の木 県の花

鳥取県 ダイセンキャラボク 二十世紀梨の花

2　市町村の木・花

区分 市町村の木 市町村の花 区分 市町村の木 市町村の花

鳥 取 市 サザンカ らっきょうの花 琴 浦 町 ブナ 桜

米 子 市 － ツツジ 北 栄 町 黒松 浜昼顔

倉 吉 市 つばき つつじ 日吉津村 黒松 チューリップ

境 港 市 くろまつ きく 大 山 町 ダイセンキャラボク サザンカ 

岩 美 町 松 かきつばた 南 部 町 － 桜

若 桜 町 さくら － 伯 耆 町 キャラボク 菜の花

智 頭 町 杉 どうだんつつじ 日 南 町 イチイ サツキ

八 頭 町 柿 さつき 日 野 町 スギ ツツジ

三 朝 町 トチノキ ホンシャクナゲ 江 府 町 ブナ アヤメ

湯梨浜町 梨 トウテイラン

（注）　平成24年4月1日現在



【利用者数】平成11年度 170,924人平成12年度 106,134人平成13年度 94,975人 平成14年度 95,393人
平成15年度 101,409人平成16年度 97,944人 平成17年度 96,863人 平成18年度 101,717人
平成19年度 95,419人 平成20年度 104,274人平成21年度 114,297人平成22年度 103,167人
平成23年度 91,690人

【施設の案内】

●所在地 鳥取市桂見２９３
自家用車の場合・・・・・鳥取駅から１５分
バスの場合・・吉岡線農協前下車、徒歩２０分

●施設内容

●利用案内 入場料／無料
開園時間／午前９時～午後５時（夏期７月１日～８月３１日：午前９時～午後６時）
休園日／１２月２９日～１月３日

●駐車場 無料　約３００台（うち、バス専用６台分）
●問い合わせ先
　とっとり出合いの森管理事務所　〒680-1417　鳥取市桂見293　TEL・FAX(0857)31-3930
　鳥取県農林水産部森林・林業振興局　森林づくり推進課　

  〒680-8570　鳥取市東町1-220　TEL(0857)26-7304
   FAX(0857)26-7308

　鳥取市農林水産部林務水産課　  〒680-8571　鳥取市尚徳町116
 TEL・FAX(0857)20-3235・FAX(0857)20－3047

森林公園　とっとり出合いの森

　平成10年度、鳥取県で開催された第22回全国植樹祭の式典会場となった「とっとり出合いの

森」を式典後に整備し、平成11年４月４日に開園。

　約70ｈａ（甲子園球場約20個分）の広大な園内には、様々なコースの「林内散策路」、県産材

を使用したドーム状の「管理棟」や「展示館」、芝をはりつめた約1.4ｈａの「出合いの広

場」、滝や噴水のある親水空間の「水遊びの広場」、散策路に木製遊具を配置した「遊びの道」

などを整備し、四季折々の美しい自然の中で森林とのふれあいを楽しむことができる。

出合いの広場、展示館、二十世紀梨の故郷、風の
広場、水遊びの広場、かくれんぼの広場、緑の大
すり鉢、鳥たちの森、散策路１０等



「とっとりの名木100選」一覧表

番号　 樹種 番号 樹種 番号 樹種 番号 樹種
1 ニホンナシ 26 カツラ 51 ハルニレ 83 クロマツ
2 ケヤキ 27 カゴノキ 52 スダジイ 84 イチョウ
3 エノキ 28 イロハモミジ 54 ムクロジ 85 ムクノキ
4 モッコク 29 ツバキ 55 イチイ 86 イチイ
5 イロハモミジ 30 ツブラジイ 59 タブノキ 87 モミ
6 タブノキ 31 エドヒガシ 60 スダジイ 88 イチョウ
8 スダジイ 32 サカキ 61 イチョウ 89 ケヤキ
9 スギ 33 スギ 62 タブノキ 90 サワラ

10 スギ 34 ヒノキ 63 スギ 91 チャンチン
12 スギ 35 キリシマ 64 イヌマキ 92 シラカシ
13 ムクノキ 36 スギ 65 タブノキ 93 エドヒガシ
14 ヤマナシ 37 コウヤマキ 66 ムクノキ 94 カツラ
15 スギ 38 イチョウ 67 モッコク 95 サワラ
16 タブノキ 39 タブノキ 71 クスノキ 96 ヤブツバキ
17 スギ 41 ツブラジイ 72 ムクノキ
18 スダジイ 42 イチョウ 73 ヤマモモ
19 イチョウ 43 スダジイ 75 イチョウ
20 イチョウ 44 クロマツ 76 クロガネモチ
21 タブノキ 45 ダイオウチョウ 77 エノキ
22 ツバキ 47 スダジイ 78 ハゼ
23 スギ 48 イヌマキ 79 クロマツ
24 シダレザクラ 49 ヤブツバキ 81 スギ
25 キリシマ 50 スダジイ 82 ダイセンキャラボク

（注）　7番、11番、40番、46番、53番、56番、57番、58番、68番、69番、70番、74番、80番は枯死又は倒木死の為、指定を取消した。
従って、平成22年12末現在の登録数は83である。

大山町大川寺
大山町大川寺

南部町福成
南部町東上
日吉津村富吉

所在地

大山町上慎原

境港市渡岡

江府町武庫

倉吉市仲ノ町
湯梨浜町久見

所在地
三朝町今泉
三朝町東小鹿

琴浦町竹内
米子市宗像倉吉市上余戸

倉吉市仲ノ町

三朝町今泉

倉吉市河原町
倉吉市上神

鳥取市佐治町津無
智頭町新見
智頭町新見
倉吉市桜

湯梨浜町久見
三朝町福本

倉吉市森

鳥取市河原町北村

鳥取市河原町北村
八頭町清徳
八頭町徳丸
八頭町用呂
八頭町才代
八頭町才代
八頭町茂田
若桜町中原
若桜町舂米

鳥取市気高町寺内
鳥取市青谷町小畑
鳥取市青谷町八薬寺
八頭町西御門
八頭町花
八頭町福地
八頭町西谷
鳥取市河原町長瀬

鳥取市良田
鳥取市桜谷
鳥取市松上
鳥取市国府町木原
鳥取市国府町庁
鳥取市国府町上地
鳥取市国府町菅野
鳥取市気高町山宮

所在地 所在地
鳥取市桂見
鳥取市東町
鳥取市下味野
鳥取市上原
鳥取市古市
鳥取市浜坂

三朝町久原
三朝町下畑

米子市河岡
米子市岡成

琴浦町中津原
琴浦町宮木
琴浦町出上
琴浦町高岡

江府町下蚊屋
江府町洲河崎

北栄町下種
琴浦町宮場
琴浦町別宮
琴浦町別宮

伯耆町福岡
江府町貝田

大山町羽田井
米子市淀江町淀江
伯耆町岸本
日南町上萩山

日野町金持

日南町下阿毘緑
日南町上石見
日南町湯河
日野町金持


