
静岡市葵区呉服町1-6-5 ミライエ呉服町2F静岡市まちづくり支援センター内　開場時間／10：00～19：30（水曜休館） ［入場無料］
【お問い合わせ】静岡市役所経済局農林水産部中山間地振興課  森林・林業担当  TEL.054-294-8807   ※施設には駐車場がありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

静岡市産材活用推進情報センター  ききしず

『ききしず』は、静岡の木材活用についてみなさまに広くお知らせすることを目的とした情報発信基地です。

静岡の木材を港区で使おう！静岡の森林・木材見学モニターツアー
みなとモデル  静岡日帰りバスツアー★

あなたは森に生えている木がどのようにして家の柱になるか知っていますか？
森に生えている木は、多くの人の手を経て、家の柱になります。その過程で関わる人の想いがあります。
その想いを、あなたに知ってほしい。
そのために『ききしず』は、伐採されてから家ができるまでのバスツアーを企画しました。
ご家族みんなで、静岡市の木の家ができるまでを見に行きませんか。

東京都港区内の公共施設・民間建築物等での国産材の利用を促進することで、港区内の二酸化炭素固定量の増加、
協定自治体等の森林整備の促進による二酸化炭素吸収量の増加を図り、地球温暖化防止に貢献する制度です。

2011年10月1日より開始されました。静岡市は2012年2月8日、協定を結びました。

2013年 2月23日（土） 7:00～20:30
港区民など20名程度
一人2,000円

※小雨決行

（港区在住や港区通勤、港区生活圏など）

（昼食、お土産付）
□先着20名。下記お問い合わせ先まで、電話かＥメール（イベント名、氏名、住所、電話番号を記載）でお申し込みください。
静岡市役所 中山間地振興課 森林・林業担当 ＴＥＬ．054-294-8807　E-mail．chuusankanchi@city.shizuoka.lg.jp

□服装・持ち物／動きやすい恰好、水筒、合羽（雨天時）

日　時

 

参加費

定員及び参加資格
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ききしずマスコットキャラクター

きのことくん

ききしずマスコットキャラクター

きのことくん
ききしずマスコットキャラクター

きのことくん

ききしず  バスツアー 2013ききしず  バスツアー 2013
みなとモデルを体験しよう！

静岡の森林・木材見学バスツアー

★

当日のスケジュール （状況により変更する場合があります。）

2012年 1月28日（土） 9:00～16:00
どなたでも 20名様程度
500円

※小雨決行

あなたは森に生えている木がどのようにして家の柱になるか知っていますか？
森に生えている木は、多くの人の手を経て、家の柱になります。その過程で関わる人の想いがあります。
その想いを、あなたに知ってほしい。
そのために『ききしず』は、伐採されてから家ができるまでのバスツアーを企画しました。
ご家族みんなで、静岡市の木の家ができるまでを見に行きませんか。

9：00

9：30

12：00

13：00

13：30

14：30

15：30

16：00

林業センター（葵区千代）集合、出発
伐採現場到着（高山・市民の森）

高山・市民の森で昼食
出発
製材所到着

住宅建築現場着
工務店から説明、住宅見学（柱・土台100本事業活用住宅）
住宅現場出発
林業センター着、解散　

■ 静岡市林業研究会による説明
■ スギ・ヒノキ伐倒見学・体験
■ チェーンソーで丸太の輪切り体験

■ 製材所長からの説明
■ 製材の機械を動かしてもらう

□お申し込み方法／1月20日（金）必着にて、ハガキかFAXに上記必要事項を書き、ききしず、または静岡市中山間地振興課のいずれかへお申し込み
ください。　○ききしず＜〒420-0031静岡市葵区呉服町1-6-5ミライエ呉服町2F静岡市まちづくり支援センター内 TEL/FAX.054-266-7112
（10:00～19:30 水曜定休）E-mail. info@kikisiz.jp＞　○静岡市中山間地振興課森林・林業担当＜〒421-1212 静岡市葵区千代
538-11 TEL.054-294-8807/FAX.054-278-3908＞ ※応募多数の場合は抽選となります。

□服装・持ち物／動きやすい恰好、昼食、水筒、合羽（雨天時）、スリッパ

日　時

定　員

参加費

静岡市葵区呉服町1-6-5 ミライエ呉服町2F 静岡市まちづくり支援センター内  TEL/FAX.054-266-7112  E-mail. info@kikisiz.jp
開場時間／10：00～19：30（水曜休）［入場無料］
【URL】http://kikisiz.jp  【お問い合わせ】静岡市役所経済局農林水産部中山間地振興課 森林・林業担当 TEL.054-294-8807

静岡市産材活用推進情報センター  ききしず

『ききしず』は、静岡の木材活用について
みなさまに広くお知らせすることを目的とした情報発信基地です。しずおかの木のこと、しって、みたい。

※施設には駐車場がありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

ききしずマスコットキャラクター

きのことくん
ききしずマスコットキャラクター

きのことくん

参加者

大募集

「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」とは？

【URL】http://kik is iz . jp  【E-mai l】info@kikis iz . jp  【お問い合わせ】静岡市役所経済局農林水産部中山間地振興課森林・林業担当 TEL.054-294-8807
静岡市産材活用推進情報センター  ききしず

【URL】http://kikisiz.jp  【E-mail】info@kikisiz.jp
【お問い合わせ】静岡市役所経済局農林水産部中山間地振興課森林・林業担当  TEL.054-294-8807

静岡市産材活用推進情報センター  ききしず

しずおかの木のこと、しって、みたい。
『ききしず』は、静岡市産材活用や、森林の持つ役割についてみなさまに広くお知らせすることを目的とした事業です。

裏面で、ツアーの詳しい情報をチェック!

静岡市では、東京都港区と「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」の協定を結んでいます。
これにより、港区内の建築物に静岡市産材の利用を促進することが可能となり、
静岡市内の森林整備や地球温暖化防止につながっています。
そこで、港区で使用されている木材はどんなところで育って、どんなところで製材されたのか？
静岡市の森林や製材所を訪れ、感じてもらいます！
それだけではなく、静岡の木材が使われている観光地などにも寄り道。
海と山の恵みに囲まれた静岡を体験して下さい！
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静岡市葵区呉服町1-6-5
ミライエ呉服町2F 静岡市まちづくり支援センター内
開場時間／10：00～19：30（水曜休館）［入場無料］
【お問い合わせ】静岡市役所経済局農林水産部中山間地振興課
森林・林業担当  TEL.054-294-8807

静岡市産材活用推進情報センター  ききしず

『ききしず』は、静岡の木材活用についてみなさまに広く
お知らせすることを目的とした情報発信基地です。

静岡市葵区呉服町1-6-5 ミライエ呉服町2F静岡市まちづくり支援センター内　開場時間／10：00～19：30（水曜休館） ［入場無料］
【お問い合わせ】静岡市役所経済局農林水産部中山間地振興課  森林・林業担当  TEL.054-294-8807   ※施設には駐車場がありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

静岡市産材活用推進情報センター  ききしず

『ききしず』は、静岡の木材活用についてみなさまに広くお知らせすることを目的とした情報発信基地です。

当日のスケジュール

当日の集合場所

●主催：静岡市、静岡木材業協同組合　●協賛：静岡県中部流域林業活性化センター

東京都港区浜松町２－４－１ 『世界貿易センタービル本館』西側
ギンダコハイボール横町前付近

（状況により変更する場合があります。）

本日はご来場ありがとうございます。よろしければ簡単な質問にお答えください。

ダミー住宅の建設を希望する市民に対し、市産材の伐採、製材、住宅建設までの
一連の流れを見学してもらうことにより、市産材のよさを知ってもらい、
消費拡大につなげることを目的とし、ききしず☆バスツアーを開催します。 6：50

7：00

11：20

13：30

14：15

15：00

15：45

20：30

東京都港区 集合（下記地図参照）
東京都港区 出発

東名高速道路 海老名SA（休憩）
新東名高速道路 静岡SA（休憩・買物）

静岡市 高山・市民の森（水見色きらく市）

内牧 ジャパンウッド見学

材木町 一次加工所

静岡駅前 エクセルワードビル
見学

徳川家康公の駿府城（巽・坤櫓）
特別見学

新静岡IC

東名高速道路 駿河湾沼津SA

東名高速道路 海老名SA（休憩）

東京都港区 到着 解散

■ イケメン林業家と伐採体験
■ 山の昼食としぞ～かおでん

■ 静岡市産材の製材所見学

■ 静岡市産材の製材所見学

■ ビル内装施工例を見学

■ 再建現場を特別見学

■ 休憩、静岡土産のショッピング

ご協力いただき、ありがとうございました。

□お申し込み方法／1月20日（金）必着にて、ハガキかFAXに上記必要事項を書き、ききしず、または静岡市中山間地振興課のいずれかへお申し込み
ください。　○ききしず＜〒420-0031静岡市葵区呉服町1-6-5ミライエ呉服町2F静岡市まちづくり支援センター内 TEL/FAX.054-266-7112
（10:00～19:30 水曜定休）E-mail. info@kikisiz.jp＞　○静岡市中山間地振興課森林・林業担当＜〒421-1212 静岡市葵区千代
538-11 TEL.054-294-8807/FAX.054-278-3908＞ ※応募多数の場合は抽選となります。

□服装・持ち物／動きやすい恰好、昼食、水筒、合羽（雨天時）、スリッパ

ききしずマスコットキャラクター

きのことくん

参加者

大募集

ききしずマスコットキャラクター

きのことくん

静岡の木材を港区で使おう！
静岡の森林・木材見学モニターツアー

みなとモデル  静岡日帰りバスツアー★

【URL】http://kikisiz.jp  【E-mail】info@kikisiz.jp
【お問い合わせ】静岡市役所 経済局農林水産部 中山間地振興課 森林・林業担当  TEL.054-294-8807

静岡市産材活用推進情報センター  ききしず

しずおかの木のこと、しって、みたい。
『ききしず』は、静岡市産材活用や、森林の持つ役割についてみなさまに広くお知らせすることを目的とした事業です。
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