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平成２２年３月

一般社団法人 日本樹木医会
千葉県支部

ま

え

が

き

千葉県支部は、平成6年5月に5名の会員で結成されて以来、会員の知識の増大、
技術の向上に努めるとともに、会員相互の情報交換あるいは親睦の場として活動
してきました。
当支部の特徴は、新しいことに挑戦していくという進取の気性に富み、また傘下
の会員には技術的好奇心の旺盛な方が多く、技術者としての一体感をもって相互の
助け合いの心に富んでいると思います。
平成14年には、事業の拡大とその実行を通じて技術の向上を図る目的で、全国
の支部では初めての試みであるNPO法人の設立に挑戦し、会員有志による「樹の
生命を守る会」が立ち上げられました。以来、樹木の診断治療の活動を県内に広く
展開するとともに、当支部と一体となって会員の研修等に取り組まれてきました。
同18年には、本部から20年度全国大会の開催候補地として当支部ほかに打診が
ありましたが、当支部は積極的にこれを受諾し 、「黒潮洗う緑の大地」という大会
スローガンのもとに、会員が総力をあげて成功裏にこれを成し遂げ、出席者から
素晴らしい大会であったと称賛の言葉を頂きました。
同21年７月、日本樹木医会が一般社団法人へと衣替えして社会的責任が重く
なるとともに、会員の生涯研修の場及び交流の場としての支部の重要性がますます
高まってきました。このような情勢の中で、当支部の会員数は年々増加して同21
年には80名を超え、これに伴って県内に広く散在する状態となり、人間関係の
希薄化や研修等への参加意欲の減退という現象が見られるようになりました。この
ような問題の解決策の一つとして、同年に支部の運営組織として全国初のブロック
制を導入し、支部活動の活性化と会員相互の連携を強めることとしました。この
結果、最近では各ブロックで活発な動きが見られるようになり、喜ばしい限りです。
以上の事柄は、当支部が進取の気性を活かして情勢の変化に先見力をもって対応
してきたことを物語っています。先見力は、過去の事象と現在の状況を明確に認識
し、将来を見通す力です。
この度、当支部は新しい試みとして「年報」を発刊することといたしました。研
修会を始めとする組織的な活動と傘下の樹木医の活動を記録するものです。年報は、
今後の支部と樹木医個々の活動の発展と充実のための先見力を得る資料とも言え
ます。１年間の活動を振り返って、会員相互の連携を強め将来の展望を考える資料
として、年報の果たす役割は大きいものと考えており、今後継続して刊行される
ことを期待しています。
おわりに、当支部及び会員の皆様の一層の発展を祈念申し上げ、年報第１号の
発刊に当たっての言葉といたします。
平成２２年３月

一般社団法人 日本樹木医会

千葉県支部長

阪本

功
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Ⅰ
１

平成２１年度計画
基本方針
平成21年度は、日本樹木医会が一般社団法人に変革する年であり、支部に

おいてもこのような組織の変化に対応し、支部活動を活性化させ、会員への支援
と地域への貢献を充実することが必要であります。このため、支部全体を対象と
する活動と、ブロック内の会員を主として対象とする活動、いわゆるブロック制
による活動とに分け事業を展開します。
本県は県域が広大で会員数が多く、一同に集合する機会を多く持つことは困難
でありますので、密度の高い活動を行うためブロック制を導入いたします。初め
てのことでありますので、試行錯誤を重ねてよりよい制度の確立を目指していき
ます。
活動の基本方針としては、知識・技術の向上、会員の交流、普及啓発活動、地
域との連携、倫理観の高揚等を目標に、研修、集会、情報提供等多方面にわたる
活動を展開して行きます。
２

具体的方策
(１) ブロック制の導入：次項目で説明
(２) 技術向上の活動：県内全域からの参加がある新規加入者歓迎会、総会等の
機会に、各種技術の講習、事例発表会等を開催します。また、NPO 法人 樹の
生命を守る会と連携して診断、治療の実務能力の向上に役立つ現地検討会等の
企画を進めます。その他 、（財）日本緑化センタ－の行う技術講座、本部や他
団体の行う研修会情報を逐一お知らせします。平成20年度から、関東・甲信
地区協議会に属する支部での講習会、講演会等についても、開催情報の連絡が
あるようになりましたので、あわせてお知らせします。本部が本年秋に発刊を
予定している「樹木医必携」は技術指針として有用な図書で、広く会員の活用
が望まれています。関東・甲信地区協議会では、本年４月に在籍している会員
が購入する場合には、2000円の助成金を出すことになっていますが、本支部
では、さらに2000円を上積して助成いたします。
(３) 樹の生命を守る会との連携：樹の生命を守る会は、講演会、各種講習会、
自然観察会等の各種行事を計画しておりますので、必要に応じ共催を検討する
とともに、密接な連携をとって開催情報を提供するようにいたします。
(４) その他：会員の交流促進のため、折に触れて集会、親睦会等の開催に努め
ます。樹木の保全等に関わる講師の派遣依頼や緑化相談には、会員の協力の
もとに応えていくことといたします。
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Ⅱ

ブロック制について

千葉県支部の会員は年々増加の一途をたどり、現在８４名に達しました。これに
伴い、本県の地域の広大性及び交通事情から、人間関係の希薄化及び技術向上のた
めの切磋琢磨の機会の減少が憂慮される情勢にあります。このため、交通の利便性
と会員の分布状況を参考に本県を４ブロックに区分し、下記要領によりブロック毎
に、会員の交流、技術の向上等に努めることとしました。
記
１

構成
ブロックは、次に定める市町村に住居を有する正会員で構成する。
ブロックの区域は状況の変化に対応し、見直しを検討する。
(１) 東ブロック
佐倉市、富里市、芝山町、四街道市、八街市、東金市、山武市、大網白里町、
九十九里町
(２) 西ブロック
野田市、流山市、柏市、松戸市、市川市、我孫子市、印西市
(３) 中央ブロック
八千代市、船橋市、浦安市、習志野市、千葉市
(４) 南ブロック
市原市、木更津市、君津市、館山市、大多喜町、いすみ市、長生村、白子町

２

運営
(１) ブロックの運営は、ブロック長が行うこととし、ブロック長には理事を当
てる。ブロック長は必要に応じ、運営協力者として副ブロック長及び委員等
を選任することができる。
(２) ブロック長の任期は、原則として２年とする。再任は妨げないが、最大４
年とする。ただし、平成２１年度の就任者は、任期を１年とする。

３

助成金
運営のための助成金は、ブロックごとに１０万円とする。助成金の使途はブロ
ック長が定める。不足金が生ずる場合は、ブロック内で対応する。剰余金が生じ
た場合は、翌年度に繰り越して、使用することができる。

４

ブロック間の連携
ブロック長は、ブロックで実施する事業について、他ブロックの会員の参加を
認めることとし、事務局長を通じて他ブロック長に開催情報を提供する。他ブロ
ックの会員の参加料は、当該ブロック長が定める。

５

報告
ブロック長は、活動状況について、直近の理事会に報告するものとする。ブロ
ック長は、総会において活動報告を行うものとする。ただし、決算報告は除く。

－ 2 －

６

ブロック会員数（平成２１年４月１日現在）
(１) 東ブロック：１２名
佐倉市（３ ）、富里市（１ ）、芝山町（１ ）、四街道市（１ ）、八街市（１ ）、
東金市（１）、山武市（２）、大網白里町（１）、九十九里町（１）
(２) 西ブロック：２９名
野田市（３ ）、流山市（３ ）、柏市（１ ）、松戸市（７ ）、市川市（１０ ）、
我孫子市（３）、印西市（２）
(３) 中央ブロック：３１名
八千代市（３）、船橋市（７）、浦安市（５）、習志野市（３）、千葉市（１３）
(４) 南ブロック：１２名
市原市（２）、木更津市（１）、君津市（４）、館山市（１）、大多喜町（１）、
いすみ市（１）、長生村（１）、白子町（１）
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Ⅲ

活動記録

１．千葉県支部
平成２１年（２００９年）
・４月１８日（土）

第１回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・５月

９日（土）

第２回理事会，ポートプラザちば（千葉市）

・５月

９日（土）

平成２１年度通常総会，ポートプラザちば（千葉市）

・５月

９日（土）

事例発表「おもしろい中国事情」，高野光利 監事，ポー
トプラザちば（千葉市）

・５月

９日（土）

事例発表「農薬の適用拡大について」，梅本清作 東ブロ
ック長，ポートプラザちば（千葉市）

・５月３０日（土）

第３回理事会，千葉市コミニュティーセンター

・８月２２日（土）

第４回理事会，千葉市蘇我勤労市民プラザ

平成２２年（２０１０年）
・１月３１日（日）

第５回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・１月３１日（日）

講演「立木の樹齢推定法」，樹の生命を守る会 顧問
大才，プラザ菜の花（千葉市）

・１月３１日（日）

新会員歓迎会，プラザ菜の花（千葉市）
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堀

２．中央ブロック（ブロック長

石谷栄次）

(１) １年間を振り返って
青天の霹靂（へきれき）のように中央ブロック長候補の打診を受けた。樹木医
は名刺の飾りで良いと考えていた私も定年を迎え、技術士と樹木医で生活しなけ
ればならなくなった。技術士は国家資格だが収入に結びつかない。樹木医も収入
に結びつかないと言われ、年金といくばくかの収入を得て生活するようになった。
そこで感じたことは、定年後の道のりは今までの生活の延長であるという思いで
あった。
他のブロックでは樹木診断を中心に研修会が計画されていた。私には樹木医と
としての樹木診断の経験はほとんどなく、私にできることは試験研究機関に勤務
して得た問題の解析技術と成果のとりまとめ・発表の技術である。私は専門技術
員という普及員のために技術的問題を解決し指導する仕事がしたくて林業試験場
を希望した。今また、樹木の技術を指導する樹木医の方々の研鑽の場を担当させ
ていただく幸いを感じている。樹木という広大な知識と技術の中で、知らないこ
とだらけの経験の中で、不安を感じておられる会員が多いと思う。まず、自分の
考えを述べる足場を作っていただきたいと願っている。
８回の研修会を企画できたのは、まぐれである。初期の研修会で話題提供いた
ただいた木暮理事に深謝したい。また、ひるまず発表いただいた臼井、鈴木両樹
木医に敬意を表する。来年度も中央ブロックのカラーとして研鑽の場が継続され
ればと願っている。
(２) 年間の活動(1)－研修会の開催－
中央ブロックの活動として研修会の開催とニュースレターの発行を計画した。
今年度のテーマとして「樹木医として経験を語る」を掲げ、月例会を設定して話
題提供と意見交換を行った。多くの会員が参加できるシステムとして研修会の前
に研修会のお知らせを送付し、研修会後にニュースレターを届けようとした。
研修会の開催は表１の通りであり、屋外２回を含む８回を開催できた。そして、
研修会のお知らせは毎回会員に送付することができた。
(３) 年間の活動(2)－ニュースレター「中央ブロックホットニュース」の発行－
研修会との両輪としてニュースレターの発行を計画し、８回すべてで発行する
ことができ、研修会での発表の要約となった（資料）。
(４) 反省と希望
中央ブロックは構成員が３１名存在することから月例会を企画したが、参加者
が少ないことが課題となった。支部役員には激励の参加を感謝したい。対策とし
て研修会のお知らせとニュースレターの発行の励行を計画した。前者は実行でき
たが、後者は滞り、３月に数回をまとめて作成し、すべてをやっと完成すること
ができた。
今後も樹木の知識と現象について考察し、発表できる人材の成長を願っている。
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表１ 研修会の開催と参加人数
開催月日
７月１８日（土）
８月２２日（土）
９月１９日（土）
１０月１７日（土）
１１月２１日（土）
１月２３日（土）
２月２０日（土）
３月１３日（土）

話
題
自己紹介、意見交換
樹木を看る視点
庭園の侵入樹木と対処法
瑞穂子ども樹木博士への参加
土壌動物が植物の生育に果たす役割
街路樹を考える
樹木診断の手順と報酬
次期理事候補の選出、意見交換
海岸松林の仕組みと働き（白子町海岸）

場所
室内
室内
室内

屋外
室内
室内
室内

屋外

話題提供者
全 員

参加人数
１１名
石谷栄次（樹木医）
12
木暮亘男（樹木医）
7
－
7
臼井敦史（樹木医）
12
鈴木弘行（樹木医）
11
松原 功（樹木医）
12
当ブロック会員
（ 10 )
石谷栄次（樹木医）外
4

会員（３１名）
・相川

美絵子（千葉市）

・中村

元英（習志野市）

・目黒

仁一（船橋市）

・石谷

栄次（千葉市）

・細川

卓巳（習志野市）

・横田

純（船橋市）

・伊東

伴尾（千葉市）

・山﨑

雅則（習志野市）

・神谷

隆（八千代市）

・臼井

淳史（千葉市）

・有田

和實（浦安市）

・神山

勝（八千代市，故人）

・小田

良彦（千葉市）

・大島

渡（浦安市）

・藤田

司（八千代市）

・大畑

隆美（浦安市）

・小野寺

康夫（千葉市）

・掛札

俊一（千葉市）

・清水

政巳（浦安市）

・君塚

幸申（千葉市）

・野木

茂樹（浦安市）

・木暮

亘男（千葉市）

・角能

浩章（船橋市）

・武田

英司（千葉市）

・川井

洋基（船橋市）

・塚原

道夫（千葉市）

・鈴木

弘行（船橋市）

・服部

立史（千葉市）

・田中

敏光（船橋市）

・松井

映樹（千葉市）

・中尾

大吾（船橋市）

研修風景（2010年１月）

－ 6 －

日本樹木医会千葉県支部
発行：2010年１月25日

中央ブロックホットニュース

千葉県支部中央ブロック
千葉市緑区高津戸町2-28
TEL ＆ FAX 043-294-6534
eメール ipfeo4216191@xqh.biglobe.ne.jp

樹木の姿は、環境により変化している
樹木医になられた方々は、幅広い職種の経験を
保持し、活躍されてきたことと思います。この樹木医
の世界もまた奥が深いと考えております。
樹木と対峙する時、どのようなことを想像しますか。
例えば、マツと言った時、どのような姿を想像するで
しょうか。アカマツ、クロマツあるいは五葉松など樹
種で想像する姿が異なります。また庭園の松、海岸
の松、盆栽の松を想像される方もいるでしょう。同じ
海岸のクロマツでも、民家近くの松林では10ｍ以上
生育するのに、なぎさ近くでは樹齢が50年近く経っ
ているのに樹高は２～３ｍにしかなりません。森林

樹木医は対象となる樹木だけに眼がいきがちです
が、実は、まわりの環境条件を改善しないと健康状
態が良くならないことも少なくありません。
私は森林を見る仕事をしてきたので、特定の樹木
を対象として評価していくことをしてきませんでした
が、緑化林を造成し快適に利用してもらうことを計
画した時、造園分野のシンボルツリーという発想が
大切と感じました。シンボルツリーとして期待される
樹木は、樹種が特別であったり、花や実が特別きれ
いであったり、大木として風格があることなどを期待
されます。

話題提供：街路樹を考える

樹木医 鈴木弘行

樹木医として初めてお話しさせていただきます。
第１章 街路樹指針の現況・諸元
話の内容は、業務として実施している街路樹の管
第２章 街路樹の計画、設計について：植栽基
理についてで、問題と実施していることをお話し、ご
準、街路樹リスト、植栽地盤（根上り対策を
意見を伺いたいと思います。
含む）
１ 江戸川区の街路樹
第３章 街路樹の取り扱い、維持管理：道路工事
江戸川区の街路樹の本数は、東京都ではダントツ
における街路樹の取扱い（移植、徐伐、更
の１位ですが、全国では１１位となっています（表１）。
新）、剪定の時期・方法、目標樹形
これは、道路に下水道を入れる中で道路を整備し、
第４章 街路樹の維持管理に関する評価
合わせて街路樹を植栽してきた結果です。樹種とし
第５章 区民協働・情報発信
ては、区の木であるクスノキが最も多く、次いでハナ
ミズキとなっています（表２）。たくさん植栽してきた
３ 街路樹に関する問題
街路樹で、いろいろな問題が発生しています。
街路樹係では委託造園業者と協力して、日々問題
２ 街路樹のあり方検討委員会の設置と街路樹の
の解決に努めています。それらのいくつかを紹介し
設計・管理に関する技術指針の作成
ます。

表２ 街路樹の樹種

表１

－ 7 －

ードを作成しました。
写真１
②根上り問題：防根シートを埋設して、根上りの再
発時期を遅らせようとしています。
③道路工事に伴う街路樹の移植等：道路工事によ
り根を切断したり樹木を移植することが発生し、枯死
させない対策が必要となります。
④病虫害対策：エンジュのさび病（写真１）やプラタ
ナスにグンバイムシが多発し、対策に追われていま
す。
４ ハナミズキについて
東京都では、成長が緩やかで花がきれいなハナミ
ズキが激増しています。しかし、生育が悪くうどんこ
病に罹病している場合が多く見受けられ、枯死する
場合もあります。対策として、樹勢を回復させるため、 ６ うらやましい街路樹の例（カナダ）
個人の敷地を使用して市が街路樹を植え管理して
土壌改良剤の施用、地被植物を生やすなどを試験
います。整然としていてうらやましかったです。
的に実施しています。

意見交換
①エンジュのさび病はこぶができて見苦しいが、幹
が折れることはあるのか？
・さび病よりベッコウタケの被害で風倒する場合が
多い。
・東京で調査したが、ほとんど罹病していて見苦し
かった。
②ハナミズキの植栽について
・生育特性を考慮しないで花だけ見せて選ぶから
ハナミズキが選ばれてしまう。植栽する場所を考
えてから樹種を選定すべきである。
③樹種の選定について
・街路樹として成長の良い樹種が選ばれることが

④街路樹は消耗品？
・以前は、街路樹が消耗品という考え方があった
ように思う。精神論だけではきちっとした管理は
むずかしい。
⑤目標樹形カードはすばらしい
・架線が街路樹の樹形を悪くしている。目標樹形
カードを作成して樹形をもっと良い形にすべき
である。
⑥江戸川区はすばらしい
・千葉県の某市では、クレームが出るとすぐに街
路樹が伐採されてしまう。江戸川区のようにもっ
と維持管理する方向で努力すべきだと思う。

次回研修会開催予定
開催月日：平成２2年2月20日（土） １4：3０～１6：3０
開催場所：千葉市蘇我勤労市民プラザ 第６講習室（３階）
話題提供：「樹木診断の手順と報酬」
NPO法人 樹の生命を守る会 総務委員長 松原 功
樹木診断を先行して実施し蓄積の多い「樹の生命を守る会」が、現在、検討して
いる診療報酬及び樹木診断について、お話しいただきます。

協

議：来年度のブロック活動について語り合う
来年度の理事（２名）の選出

＊理事（中央ブロック選出、２名）の投票を行いますので、多数参加くださるようお願い
いたします。
＊参加者は、中央ブロック会員に限定します。ただし、支部役員の出席は歓迎いたします。
＊研修会後に懇親会（会費４，０００円、そのうち２，０００円はブロックから補助）を
予定しておりますので、多数参加くださるようお願いいたします。
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３．東ブロック（ブロック長 梅本清作）
研修会を以下のような日程及び内容で行った。
(１) ７月２５日（土）
ブロック別研修の初回として、自分の得意分野も含めた自己紹介等を行うと共
に、今後の研修方向について話し合った。東ブロックの研修では、樹木の管理に
ついていろいろな情報を持ち寄り、それを研修を通して共有するという方向で進
めていくことで合意した。
なお、ここでは運営委員として石橋氏を選出し、アドバイザーは特に固定しな
いでその都度ベテランにお願いすることになった。
(２) ９月２６日（土）
２課題について研修を行った。富塚氏には「時を紡ぐ巨樹の魅力」と題して講
演していただき、石橋・梅本両氏には「リンゴの無農薬・無肥料栽培の主木村秋
則さん訪問記」と題して、２１年夏に弘前の木村秋則さんのリンゴ園で伺った話
などを報告した。
(３) １１月２６日（土）
果樹の土壌病害である、白紋羽病の生態と簡易な防除方法等及びナラタケ病
（ナラタケモドキ病も含む）について、梅本の方から話題提供し、ナラタケ病に
ついては松原氏にも資料を用意してきてもらった。
以上の主な活動については、NPO法人樹の生命を守る会から出される予定の会
報第８号（2010年１月発行）に寄稿してありますので、参考にしていただきたい。
(４) 平成２２年２月２０日（土）
千葉市青葉の森公園 公園センターで開催されました講演会「つばきの魅力と
観賞」に参加した。
(５) ３月１３日（土）
櫻本氏に「東京都海の森づくりの課題」と題して講演をしていただいた。
(６) ３月１３日（土）
次のような選挙を行った。理事１名選出、ブロック長１名選出。
梅本が平成２２～２３年度東ブロック長に選出された。
会員（１２名）
・梅本

清作（四街道市）

・石原

浩聡（佐倉市）

・橋本

智美（佐倉市）

・林

正純（佐倉市）

・櫻本

史夫（富里市）

・北田

征二（八街市）

・富塚

武邦（東金市）

・石橋

亨（山武市）

・松原

功（山武市）

・大木

一男（芝山町）

・古川

健（九十九里町）

・足立

照光（大網白里町）

木村秋則さん（中央）を囲んで
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４．西ブロック（ブロック長

坂元博明）

(１) 活動するにあたり
突然のご指名を頂き、事務局とも相談のうえ、まずは５月にメールにて会員
３０名に以下の内容でアンケートをとりました。
・会合の開催回数・開催日・時間帯についてどう思うか
・研修会の内容などについてのご意見
・その他
頂いたご意見を取りまとめた上で、方向性を見出すべく７月１１日（土）に
「市川市公民館センター」にて第１回の会合を１６名の参加をいただき、開催
し、さらなるご意見を頂きながら以下のように大枠をまとめるに至りました。
・３か月に１回程度の会合（年４回程度）の開催が良い。
（季節ごとの年４回程度であればそのうち何れかに参加できそう）
・臨時で会合を行う必要性が出た場合にはその都度召集をする。
・いろんな職種の会員がいるので、情報交換や勉強会の場としたい。
（失敗例や成功例の発表の場としても良い）
・実験や研究ができないか（単年度の成果でなくても良い）
（フィールドを提供してくれる自治体や団体・個人の確保が必要である）
・外部の研修会に参加された会員にその受講した内容について報告してもら
う。
・勤務の関係で普段樹木に関わることが少ない会員もいるので、フィールド
で樹木診断やいろんな体験ができると良い。
(２) 研修会の開催
９月１３日（日）に、日本道路百選のひとつ松戸市常盤平のさくら通りで１６
名の参加をいただき開催した。街路樹診断の方法やカルテの記入方法などの説
明、東京都や松戸市・柏市の診断の事例の報告、その後コフキタケやベッコウタ
ケによる腐朽部の観察、白紋羽病やナラタケ病の根系での菌糸の観察、腐朽部の
切除や殺菌剤塗布などを行った。
１月２４日（日）には、当ブロック１３名、他ブロック５名の計１８名の参加
をいただき、我孫子市の手賀沼湖畔斜面地の保存樹木スダジイの診断の結果及び
地下部地上部の治療の報告、引き続き手賀沼クルージングを行い、自然環境保全
や生物多様性の大切さを感じとれる研修会であった。
(３) 今後の課題
このたび新しく４名が加わり総勢３４名のブロックとなりました（平成２２年
度）。会員には

国家公務員や地方公務員、施工会社やコンサル会社勤務、商社

勤務、自営業の方などいろんな職業の方がいらっしゃいます。また、常日頃樹木
に携わる方もいらっしゃれば普段は全く違う職種の方もいらっしゃいます。その
ような中、なるべく多くの参加を頂けるような研修テーマや開催日時・フィール
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ドを設定することが非常に難しく思われます。が、出来れば半数以上の方の参加
を頂きコンスタントに研修会を続けることを大きな目標として新しい理事にバ
トンタッチし協力していきたいと思います。
会員（２９名）
・神尾

健二（市川市）

・五月女

治（松戸市）

・直江

宏（柏市）

・河野

年博（市川市）

・佐々木

潔州（松戸市）

・大西

浩（流山市）

・坂元

博明（市川市）

・鈴木

良治（松戸市）

・岡田

和子（流山市）

・高橋

芳明（市川市）

・高橋

悦子（松戸市）

・苅住

昇（流山市）

・田口

峯男（市川市）

・高橋

毅（松戸市）

・荒木

睦（我孫子市）

・鳥山

貴司（市川市）

・本田

一彦（松戸市）

・阪本

功（我孫子市）

・直木

哲（市川市）

・真嶋

好博（松戸市）

・高野

光利（我孫子市）

・中井

義昭（市川市）

・菊田

裕一（野田市）

・柏﨑

智和（印西市）

・中里

典子（市川市）

・砂山

芳輝（野田市）

・永野

修（印西市）

・前島

重男（市川市）

・田中

彰（野田市）

松戸市さくら通りにおいて街路樹外観診断の説明

我孫子市の『三樹荘』においてスダジイの診断・治療の説明
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５．南ブロック（ブロック長

渡邉昭夫）

(１) はじめに
南ブロックは、市原市、長生郡市、夷隅郡市、安房郡市、君津郡市が区域で、
ほぼ千葉県の半分を占める。この区域に１２名の樹木医がいる。４つのブロック
では最少の人数であるが、それぞれの会員の協力により、地域を巡回する方式で
研修に取り組んでいる。以下、その状況について報告する。
(２) 会員を知り得意分野の把握
会員同士の交流は、総会や従来の研修会等でのチャンスはあるものの、お互い
に遠慮があるせいか深い会話はなされないことが多い。何回か接することによっ
て気軽に会話ができるようになり交流は深まるものである。それにより、その人
の得意分野がわかり、自分の足らない点が補完されることになる。一般の人はと
もかく、樹木医という資格がある故に「こういうことを聞くと笑われるのでは」
と考えて、大事なことを聞き逃すことは意外と多いものである。
このことから、南ブロックではまず会員相互の交流を主体に取り組むこととし、
全員の話し合いの中で今後の運営について協議していくことにした。
(３) 研修内容
ア．第１回目の研修
平成２１年７月１２日第１回目の研修会を君津市の森林体験交流センター
で開催した。第１回目は、交流を深めることと会員の業務や得意分野をキャッ
チすることがねらいであり、進行役として雰囲気を盛り上げることにいささか
苦労した。幸い、ベテランの藤平、小池両樹木医のアドバイスにより徐々に雰
囲気がほぐれ、笑いや冗談飛び交うようになり、各会員から質問や経験談もで
るようになった。
得意分野では、業務設計、植木生産、苗木生産、新街路樹の選定、各種巨樹
古木治療、サクラの同定、外科治療ないし樹木治療方法、竹材利用、農薬対策、
コナラの組織培養技術、植栽管理など極めて多彩で、今後予想される困難な業
務も必ず解決できると確信した次第である。
次に今後の研修のあり方については①現地を主体に年４回程度実施する。②
地域を巡回する。③相談相手として役員２名を補完する。このように決定し、
次回は千葉県樹木医会が平成１１年度に取り組んだいすみ市下布施の「長福
寺」の治療後の検証を主体に実施することになった。
続いて、藤平氏の案内で正源寺の大イチョウ回復試験（根接ぎ）を見学し、
散会した。
イ．第２回目の研修会
平成２１年１０月１１日開催した。最初に平成１１年度に治療した長福寺の
イヌマキが１０年経った現在どのようになっているのか、当時治療を担当した
川西樹木医より説明を受けた。総体的に順調に成長しているとの判断がなされ
た。
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治療内容は、土壌改良、腐朽部の処置、支柱設置、柵の設置、その他である。
土壌改良はエアーガンによる膨軟化、坪穴式による有機質を主体とした土壌改
良等、腐朽部の処置については、腐朽部除去後の殺菌防腐処理、木炭の充填等
である。支柱については、接触部に軟質ゴムを使用している。その他として、
発根促進のための藁によるマルチング、樹木活性化のための液体肥料葉面散布、
水圧流による苔の除去等である。
長福寺のイヌマキは「筆掛けのマキ」として県の天然記念物に指定されてい
る。
続いて、大多喜町平沢の妙厳寺の健康優良樹を訪問した。この樹木は平成
２０年３月に日本樹木医会が健康優良樹として選定した樹齢４３２年（妙厳
寺の古文書より算定）、樹高３５ｍ、幹周り４．８ｍのスギである。ひこばえ
や傷害部が無く良好な自然樹形を保っている。千葉県唯一の指定木である。
妙厳寺境内にはスギをはじめ、スダジイ等の巨木や竹林も多い。このことか
ら文化財に詳しい君塚善利氏に妙厳寺の巨木林と文化財的価値について講演
をいただいた。特に孟宗竹の来歴は氏独自の学説をまじえて極めて興味深いも
のであった。
ウ．第３回目の研修会
平成２１年１１月２９日市原市の上下諏訪神社、市西小学校サクラ治療及び
袖ヶ浦市坂戸神社を訪問した。この日は、樹の生命を守る会中村理事長、有田
副理事長も出席され、アドバイスや指導をいただき研修に花を添えてくれた。
最初に上下諏訪神社を川西樹木医の案内で訪問した。この神社は上諏訪、下
諏訪両神社が祀られ、更には出羽三山信仰の地ともなっている。特に目を見張
るのはスダジイの巨木で定かではないものの樹高２０ｍ根回りは１０ｍを超え
るほどである。一部落雷により損傷しているものの健康である。県下でも数少
ない巨木と思われる。
次に市原市立市西小学校のソメイヨシノの治療状況について川西樹木医から
説明いただいた。明治８年の創立当時に植栽されたといわれる古いソメイヨシ
ノの巨木で樹齢も１４０年近い。地域のシンボル的存在である。引き続き川西
樹木医より治療経過が説明され各会員より多くの質問がなされた。総体的に樹
勢は回復しているが一部枯損が進んでいること、花芽が少ないなどの所見があ
ったが、寿命に近いソメイヨシノの治療は極めてレベルが高いものがある。
続いて、袖ヶ浦市坂戸神社の自然林を藤平樹木医に案内を願った。東京湾に
唯一残る照葉樹の自然林として県の天然記念物に指定されている。面積２．８
ヘクタールの中に房総中部の中でイヌビワが多く目立つのはほかにはないなど
他種多様な植物群に覆われている。これら貴重な植物を１０ｍ×１０ｍの区画
により長年調査し、「坂戸神社の森樹木一覧表」を氏は作成している。もう一
度ぜひ訪ねたい場所である。
エ．第４回目の研修会
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(ｱ) はじめに
平成２１年度最後の第４回研修会は常春の地館山市で開催した。館山市は
齊藤陽子樹木医の地元ということで、何から何まですべてお世話をいただい
た。ご承知の通り館山市は、全国に誇る沼のビャクシンをはじめ文化財的価
値の高い樹木が多く、しかも気象が温暖なことから、メダケやマテバシイな
ど独特の群生に覆われている。
今回の研修は、滝川及び沼のビャクシンの治療経過、道路に面するサイカ
チの保全のあり方、明治２８年先人により技術指導がなされたという夏ミカ
ンの治療方法について実施した。
この研修会にはブロック以外から、有田ＮＰＯ法人樹の生命を守る会副理
事長をはじめ３名の会員、安房農林振興センター果樹担当職員、館山市役所
総務部主幹、サイカチ所有者等多くの方々にもご協力いただいた。
(ｲ) 研修地の概要
・滝川のビャクシン：樹高１０．３５ｍ、幹周４．３ｍ、樹齢８００年前後
といわれる。神社のご神木として崇められている。指導に当たった藤平樹
木医より説明いただいた。健全な形の良い樹容をみせている。
・沼のビャクシン：樹高１７ｍ、目通り幹周６．７５ｍ、地上２ｍのところ
で７本の枝に分かれている。推定樹齢は８００年といわれる。十二天神社
境内に位置し、全国に誇るビャクシンの大木である。平成２０年度の日本
樹木医会千葉大会の視察コースに選定された樹木でもある。しかしながら、
ビャクシンの宿り木であったハゼ、イヌビワの成長が旺盛で、ビャクシン
の成長を明らかに阻害しており、このため枝葉量が減少するなど衰弱傾向
が見受けられた。また、常に参観者があり、踏圧による被害も見受けられ
た。更に、樹形を維持するためには支柱の位置を検討することも必要との
判断も下された。いずれにしても早急な処置を必要とすることから、樹木
医を代表して藤平樹木医より市役所に対し、宿り木を切ることや樹幹周辺
を柵でおおう、参道の位置を変えることなど具体的処置を指示することに
したところである。
・北条のサイカチ：市道にはみ出ているにもかかわらず、所有者と市が共通の
認識として保存されている樹高７ｍ、幹周４ｍもある本県最大といわれるサ
イカチの巨木がある。この樹木は、元禄元年の大津波で木の登った多くの人
を助けたといういわれがある。また、大正年間、折れた枝から作った火鉢が
今でも保存されている。サイカチは、おめでたい木、鬼門よけの木として所
有者のみならず、周辺住民からも愛され、また人を助けたという歴史的背景
から、住民の保存意識は特に強く、このため今日まで守られてきたものであ
る。樹体は比較的健全であるが、空洞化している。このため、強風の西風を
受けると倒木の危険があり支柱を新たに設置すること。枝の成長は旺盛であ
るが電線との接点を切り除くときに樹木医の指導をうけるよう指導した。

－ 14 －

・市役所の夏ミカン：明治２８年萬里（までこうじ）伯爵が果樹や野菜の促成
栽培を勧めるため、当時第一人者である福羽技師を館山に招聘し、実地指導
をした。この時期に植えられたのが館山市役所の駐車場にある夏ミカンとい
われる。館山市では、促成栽培にかけた先人の苦労を後世に伝えたいとのこ
とで夏ミカンを大切に保存してきたが、最近急速に衰弱傾向にあり、保存方
法について関係機関等に相談していた矢先のことである。検土杖により土壌
の深さ、目視による樹木の細部の検査、土の硬さ等を調査した。更に観察し
たところ、先端部がトラックの荷か重機のようなものが夏ミカンに接触し、
そのときに折れていることも判明し、緊急的に処置した跡も見受けられた。
立合の職員も１年ぐらい前から衰弱が著しいとのことであった。ただ幸いな
ことに根株は健全であることから土壌改良と一部剪定をするよう指導した。
(ｳ) 研修反省会
今年度は、現地を主体に実施したが、２２年度は①事例検討会や室内研修
②実践的に役立つ治療研修③現地視察研修④他のブロックにも参加する、を
それぞれ勘案しながら弾力的に進めていくことにした。
最後に、次期役員の選任を行い閉会した。
今回は、集合と解散が同じ場所で設定され、相乗りにより自動車の台数を
削減できスムースに移動することができた。
オ．おわりに
南ブロックは、管内が広くどうしても自動車で移動せざるを得ない。事故の
防止や駐車場のスペースから努めて分乗を心がけているが、研修地と帰路の関
係からなかなかできないのが現状である。
会員（１２名）
・鈴木

輝征（市原市）

・川西

正（市原市）

・関

隆夫（いすみ市）

・齊藤

陽子（館山市）

・小倉

善夫（木更津市）

・大高

一郎（君津市）

・小池

英憲（君津市）

・諏訪原

幸広（君津市）

・藤平

量郎（君津市）

・大矢

文夫（白子町）

・海老根
・渡邉

熙（長生村）
昭夫（大多喜町）

サイカチの樹木診断（館山市北条）

（注）各ブロックの活動内容は、「ブロック制導入について」及び「各ブロックの
活動報告」（樹の生命８号，20～27）にも掲載されている。
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Ⅳ

会員の動向

(1) 新入会者
飯岡紀幸（松戸市）、奥宮健太（柏市）、鏑木大作（松戸市）、勝村安代
（流山市）、小宮山戴彦（八千代市）、清水晴一（習志野市）
＊新入会者紹介は、「平成２１年度樹木医合格者皆様の抱負」（樹の生命８号，
42～43）にも掲載されている。
(2) 転入会者
渡辺照雄（東京都から）
(3) 転出者
相川美絵子（埼玉県へ）
(4) 退会者
田中敏光
(5) 物故者
神山 勝

Ⅴ

会員の発表等（五十音順）
＜口頭発表＞
1）有田和實(2009. )香取市内公園ナツメ樹勢回復作業
2）有田和實(2009. )T公園（世田谷区）サトウカエデ樹勢調査外
3）有田和實(2009. )ふれあいの街樹木診断
4）有田和實(2009. )街路樹樹勢診断実況放送（ＮＨＫ）
5）有田和實・大木一男(2009. )T邸サクラ樹勢診断・撤去・新植作業
6）石谷栄次(2009.8)「樹木を看る視点」，千葉県支部中央ブロック研修会，千葉
市蘇我勤労市民プラザ
7）石谷栄次(2009.9)「埋立地に森林を創る」，千葉県自然観察指導員協議会研修
会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ヶ浦市）
8）石谷栄次(2009.11)「緑化センター跡地のセラピー利用と整備」，健康と癒し
の森研修会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ヶ浦市）
9）石谷栄次(2009.11)クロマツ樹勢診断，稲毛小学校（千葉市稲毛区）

10）石谷栄次(2010.3)「みんなで知ろう

海岸松林の仕組みと働き」，ちば里山セ

ンターイベント，長生郡白子町中里海岸
11）石橋

亨・梅本清作(2009.9)「リンゴの無農薬・無肥料栽培の主木村秋則さ

ん訪問記」，千葉県支部東ブロック研修会，四街道市文化会館
12）臼井敦史(2009.11)「土壌動物が植物の生育に果たす役割」，千葉県支部中央
ブロック研修会，千葉市蘇我勤労市民プラザ
13）梅本清作(2009.5)「農薬の適用拡大について」，樹木医会千葉県支部総会，ポ
ートプラザちば（千葉市）
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14）梅本清作(2009.11)「白紋羽病の灌注機を用いた簡易な防除方法とナラタケ被
害の実態」，千葉県東ブロック研修会，千葉県農業大学校（東金市）
15）木暮亘男(2009.9)「庭園の侵入樹木と対処法」，千葉県支部中央ブロック研修
会，千葉市蘇我勤労市民プラザ
16）櫻本史夫(2010.3)「東京都海の森づくりの課題」，千葉県支部東ブロック研修
会，四街道市文化会館
17）鈴木弘行(2010.1)「街路樹を考える」，千葉県支部中央ブロック研修会，千葉
市蘇我勤労市民プラザ
18）高野光利(2009.5)「おもしろい中国事情」，樹木医会千葉県支部総会，ポート
プラザちば（千葉市）
19）富塚武邦(2009.9)「時を紡ぐ巨樹の魅力」，千葉県支部東ブロック研修会，四
街道市文化会館
20）富塚武邦(2010.2)「つばきの魅力と鑑賞」，公園センター，青葉の森公園（千
葉市）
21）松原

功(2009.10)平成２１年度樹勢診断と回復技術講座，千葉県農業大学校

（東金市）
22）松原

功(2010.2)「樹木診断の手順と報酬」，千葉県支部中央ブロック研修会，

千葉市蘇我勤労市民プラザ

＜印刷した報告等＞
1）相川美絵子(2009.6)東京大学演習林について Ⅱ シカによる森林被害と対策に
ついて，樹の生命７，２５
2）有田和實(2009.6)世界の樹木Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，樹の生命７，12～16
3）有田和實(2009. )東京都世田谷区公園樹診断委託業務
4）有田和實(2009. )東京都世田谷区街路樹診断委託業務
5）有田和實(2009. )Ｌ団地植栽生垣樹勢調査
6）有田和實・大木一男(2009. )香取市内小学校タブノキ樹勢回復作業
7）石谷栄次(2009.10)クロマツ大苗を使用した松くい虫被害海岸林の早期復元の
試み(1)－高温少雨年に植栽したクロマツ大苗の生育状況－，第６１回日本森林
学会関東支部講演要旨集，２２
8）石谷栄次(2010.3)みんなで知ろう

海岸松林の仕組みと働き（パンフレット)，

ちば里山センターイベント
9）石谷栄次(2010.3)山砂採取跡地における家畜堆肥の施用効果（パンフレット)，
緑の環・協議会

受託事業

10）伊東伴尾(2009.5)熊本学園大学 シダレザクラ樹勢調査（報告書）
11）伊東伴尾(2009.6)チェルシーフラワーショウから学ぶ，樹の生命７，1７～
２０
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12）小池英憲(2009.9)千葉県の巨樹・古木（県南地区），樹の生命７，２７～２８
13）小池英憲(2009.9)クロマツ樹勢診断と対策，個人邸（館山市）
14）小池英憲(2009.11)樹木診断調査，個人邸（山田町）
15）小池英憲(2009.11)樹木の手入れ，君津市周南公民館報告
16）田口峯男(2009.6)樹木の増殖 接木 Ⅲ，樹の生命７，２６～２７
17）藤平量郎(2009.6)照葉樹林 Ⅰ タブノキ林，樹の生命７，２１～２３
18）富塚武邦(2009.6)近刊本紹介，樹の生命７，２１
19）松原

功(2009.11)森林におけるナラタケ病被害（資料提供），千葉県支部東

ブロック研修会，四街道市文化会館
20）松原

功・小池英憲(2009.4)ヒノキ集団枯損調査報告書（Ａ株式会社構内）
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Ⅵ

資料

１．千葉県支部役員名簿
・支部長

阪本

功

・副支部長

富塚武邦

・副支部長

北田征二

・理事(兼)中央ブロック長

石谷栄次

・理事(兼)東ブロック長

梅本清作

・理事(兼)南ブロック長

渡邉昭夫

・理事(兼)西ブロック長

坂元博明

・理事

木暮亘男

・理事

大木一男

・理事(兼)事務局長

真嶋好博

・監事

松原

・監事

高野光利

功

（注）平成２２年３月３１日現在
２．日本樹木医会役員等名簿（千葉県支部会員部分）
・会長

阪本

功

・技術部会

大島

渡

・広報部会

櫻本史夫、五月女

・事業部会

高野光利

治

（注）平成２２年３月３１日現在
３．一般社団法人 日本樹木医会千葉県支部

規約

（名称）
第１条

この会は、一般社団法人日本樹木医会千葉県支部（以下「本支部」という。）

と称する。
（事務局）
第２条

本支部は、事務局を本支部の指定する場所に置く。

（目的）
第３条

本支部は、樹木医の知識と技術を通じて、千葉県内の巨樹、名木等の文化
財を初めとする樹木、緑地・森林等の保全、樹木文化の継承と発展及びこれ
らの普及啓発に関する活動等を地域社会と連携して行うことなどにより、広
く環境の保全に寄与することを目的とする。

（事業）
第４条

本支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員の交流に関すること
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(2) 樹木の診断、治療等の知識、技術に関すること
(3) 普及啓発及び指導に関すること
(4) 地域社会及び関係機関との連携に関すること
(5) その他、本支部の目的達成に必要な事項
（構成及び賛助会員）
第５条

本支部は、千葉県内に住居を有する一般社団法人日本樹木医会の正会員（以
下「正会員」という。）で構成する。

２

本支部の目的に賛同し、所定の負担金を納める個人または法人は、支部賛助
会員にすることができる。

３

支部賛助会員は、理事に選出される被選挙権、総会の議決権何れも有しない。
定足数にはこれを加えない。ただし、総会において意見を述べることができる。

（協力義務）
第６条

支部を構成する正会員は、この規約を遵守するとともに支部の円滑な運営
に協力するものとする。

（運営経費）
第７条

本支部の経費は、正会員及び支部賛助会員の負担金、寄付金等をもって充
てる。

２

正会員及び支部賛助会員の負担金は、総会で定める。

（役員）
第８条

本支部に次の役員を置く。

(1) 理事

１０名～１５名以内

(2) 監事

２名

２

理事のうち１名を支部長、３名以内を副支部長、１名を事務局長とする。

（選任）
第９条
２

理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。
支部長、副支部長及び事務局長は、理事の互選により定める。

（任期）
第１０条
２

役員の任期は２カ年とし、再任を妨げない。

役員に欠員を生じたときは、理事会で協議のうえ補充選任し、任期は前任者
の残任期間とする。

（職務）
第１１条

理事は理事会を構成し、会務を執行する。

２

支部長は、本支部を代表し会務を統括する。

３

副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。

４

事務局長は、会務及び経理に関する職務を処理する。

５

監事は、会務及び経理を監査し、必要に応じて理事会に出席して意見を述べ
るものとする。
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（支部顧問及び支部参与）
第１２条

本支部に支部顧問及び支部参与を置くことができる。支部顧問及び支部
参与は、支部長が理事会の承認を得て委嘱する。

（総会）
第１３条
２

本支部の総会は、本支部の正会員をもって構成し、年１回開催する。

臨時総会は、理事会が必要と認めたとき及び正会員の連署による要請があっ
たとき開催する。

（総会の審議事項）
第１４条

本支部の総会は、次の事項を議決する。

(1) 事業報告及び収支決算
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 規約の変更
(4) 役員の選任及び解任
(5) その他必要な事項
（理事会）
第１５条

理事会は、支部長または理事の過半数が必要と認めたときに開催し、次
の事項を審議する。

(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会で議決した事項
(3) その他総会の審議を要しない事項
２

理事会は、その専門組織として委員会を置くことができる。委員会の運営に
必要な事項は別に定める。

（議長）
第１６条

総会の議長は出席正会員の中から選出し、理事会の議長は支部長が当た
る。

（定足数）
第１７条

総会は、正会員の２分の１以上の出席が、理事会は、理事の２分の１以
上の出席がなければ開会することができない。

（議決）
第１８条

総会の議決は、出席正会員の過半数の同意を持って議決し、可否同数の
ときは、議長の採決するところによる。
この場合、議長は正会員として表決に加わることができない。

２

理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって議決する。

（書面表決等）
第１９条

やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、予め通知された
事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決
を委任することができる。
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２

支部長は、緊急を要する事案で理事会の開催が困難な場合には、当該事案に
ついて書面により各理事に可否を求め、これについて各理事は、書面をもって
表決することができる。

（会計年度）
第２０条

本支部の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（剰余金の処分）
第２１条

本支部の運営により生じた剰余金については、これを支部の構成員に分
配しない。

（雑則）
第２２条

本支部の運営に必要な事項は、理事会で別に細則により定めることがで
きる。

付則
１

この規約は一般社団法人日本樹木医会の成立の日から施行する。

２

第２０条の規定にかかわらず、平成２１年度の会計年度は、一般社団法人日
本樹木医会の成立の日から平成２２年３月３１日までとする。

４．日本樹木医会の役員組織
＊ 会長
＊ 副会長

倫理審査委員会

＊ 常務理事
理事会

理事
＊ 理事（地区協議会長）

東北、関東・甲信、北陸、東海、
近畿、中国、四国、九州各地区

＊ 理事（部会長）

企画、技術、広報、事業各部会

・
監事
（注）＊：業務執行理事
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５．千葉県樹木医会の役員記録
氏 名
役職名
伊東伴尾
理事
大木一男
理事
苅住 曻
顧問
会長
渉外部会長
川西 正
理事
広報委員会 副委員長
北田征二
事務局
理事（兼）事務局長
総務部会長
総務委員会 委員長
小池英憲
副会長
広報部会長
広報委員会 委員長
木暮亘男
理事
阪本 功
会長
高野利光
副会長
技術部会長
技術委員会 委員長
田口峯男
理事
渉外委員会 委員長
富塚武邦
副会長
野澤和弘
理事
特別委員会 委員長
松原

功

（注）記録期間

理事
監事

期 間
平成６年度～９年度
平成１７年度～２０年度
平成１０年度～
平成６年度～９年度
平成８年度～９年度
平成１０年度～２０年度
平成１０年度～２０年度
平成６年度～９年度
平成１０年度～２０年度
平成８年度～９年度
平成１０年度～２０年度
平成１０年度～２０年度
平成８年度～９年度
平成１０年度～２０年度
平成１７年度～２０年度
平成１０年度～２０年度
平成６年度～２０年度
平成８年度～９年度
平成１０年度～２０年度
平成１０年度～２０年度
平成１０年度～２０年度
平成１７年度～２０年度
平成１７年度～２０年度
平成１７年度～２０年度
（樹木医講演会担当）
平成６年度～９年度
平成６年度～２０年度

平成６年度～２０年度
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