
 ８  林木遺伝子銀行 110 番 

（１）受入れ状況（平成３０年度） 

所在地 樹  種 名   称   等 点数 

青森県弘前市 カスミザクラ 正徳桜 ２ 

新潟県東蒲原郡阿賀町 オオヤマザクラ 極楽寺の野中桜 １ 

埼玉県長瀞町 アカマツ 総持寺の多行松 １ 

静岡県湖西市 ケヤキ 諏訪神社のケヤキ １ 

山梨県身延町 イチョウ 上沢寺のオハツキイチョウ １ 

滋賀県大津市 クロマツ 唐崎霊松 １ 

京都府京都市 サワラ 雑華院庭園内サワラ １ 

京都府京都市 イブキ 大徳寺のイブキ １ 

計 ８件 ９ 
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（２）里帰り状況（平成３０年度） 

所在地 樹  種 名   称   等 点数 

北海道えりも町 エゾヤマザクラ 夫婦桜 ２ 

北海道森町 エゾヤマザクラ 駒見桜 ２ 

北海道森町 エゾヤマザクラ 森小町 ４ 

北海道森町 エゾヤマザクラ 大撫子 １ 

北海道置戸町 カツラ 置戸の三本桂 １１ 

北海道乙部町 エゾヤマザクラ 乙女桜 No.1 １ 

北海道乙部町 エゾヤマザクラ 乙女桜 No.2 ４ 

秋田県男鹿市 ヤブツバキ 天神様の細葉の椿 ５ 

新潟県新発田市 アカマツ 唐崎の松 ３ 

大阪府羽曳野市 サザンカ 野中寺のサザンカ ５ 

三重県大台町 オオヤマザクラ 粟谷桜 ３ 

京都府京都市 ゴヨウマツ 宝泉院のゴヨウマツ ６ 

京都府京都市 サトザクラ 天皇御陵参道際のサトザクラ ３ 

京都府京都市 シダレザクラ 龍安寺庫裡前のシダレ桜 ５ 

熊本県甲佐町 ウスギンモクセイ 麻生原のキンモクセイ ２ 

熊本県熊本市 エノキ 
大江小学校シンボルツリー「おお

えのき」 
１ 

計 １６ ５８ 

 

 

 

 

（参考） 林木遺伝子銀行 110 番の受入れ件数の推移 

 H１５～H２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ H３０ 計 

受入れ 
件数 １８７ ２７ １５ １３ １５ １５ ８ ２８０ 

点数 ２５４ ２９ ２９ １７ １７ １９ ８ ３７３ 

里帰り 
件数 １２３ １７ ９ １８ １５ １３ １６ ２１１ 

点数 １６７ １７ １０ １８ １７ ２０ ５８ ３０７ 
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