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１

平成２２年度計画
基本方針

昨年度の日本樹木医会の一般社団法人化、昨今の巨樹古木への関心の高まり、国
等による巨樹の保全手引書の作成等、樹木医を取り巻く環境は新たな時代を迎えて
います。
平成２２年度、日本樹木医会千葉県支部は、本支部に寄せられる行政、県民、企
業等からの多様な要請や期待にこたえると共に、積極的に普及啓発活動、広範な情
報の発信、さらに地域との交流をはかってまいります。
基本方針として、会員の一層の知識・技術の向上、会員の交流、倫理観の高揚を
目標に各種研修、集会、情報提供等、多方面にわたる活動を展開いたします。
また、昨年度から実施された地域ブロック制のさらなる充実・発展のため、会員
の得意分野、潜在的な知識の活用を進めてまいります。
２

具体的方策
(１) 技術の向上活動：県内全域から会員が参加する新規加入者歓迎会、総会等
の機会に、時宜を得た各種技術の講習、事例発表会等を開催します。また「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や普及啓発
活動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、
本部や関東・甲信地区協議会、他団体で実施する研修会等を逐一お知らせしま
す。
(２) ブロック制の充実：昨年度から実施された本制度は、会員の一致協力の下、
専門分野のさらなる研さん、地域の現況把握、会員の交流等で大きな成果を見
ることができました。引き続き今年度も多くの会員の理解協力の下に、活発な
活動をはかってまいります。
(３) 「樹の生命を守る会」との連携：守る会は、講演会、各種講習会、自然観察
会等、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共に、
密接な連携をとって開催情報等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機会を作り、集会、親睦会等の開催に努めま
す。樹木の保全、樹木観察等に関わる講師の派遣依頼や緑化相談には会員の
協力の下に応えていくこととします。
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Ⅱ

活動記録
＜千葉県支部＞
平成２２年（２０１０年）

・４月１０日（土）

第１回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・５月

１日（土）

第２回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・５月

１日（土）

平成２２年度通常総会，プラザ菜の花（千葉市）

・５月

１日（土）

講演「ワシントンに贈られた桜の今と昔－９８年前に海を
渡った桜は生き続けているか－」，石井誠治 樹木医，プラ
ザ菜の花（千葉市）

・５月

１日（土）

事例発表「海外樹木事情－台湾のソメイヨシノ治療－」，
有田和實 会員，プラザ菜の花（千葉市）

・５月

１日（土）

事例発表「弘前市見聞録・リンゴの無農薬栽培と弘前城の
桜」，石橋

・９月２５日（土）

亨 会員，プラザ菜の花（千葉市）

第３回理事会，千葉市蘇我勤労市民プラザ

平成２３年（２０１１年）
・１月２９日（土）

第４回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・１月２９日（土）

講演「マキを加害するケブカトラカミキリの発生生態と防
除法」，千葉県農林総合研究センター

武田

プラザ菜の花（千葉市）
・１月２９日（土）

新会員歓迎会，プラザ菜の花（千葉市）
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藍

研究員，

＜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．平成２２年６月２２日（土）
平成２２年度東ブロックの活動方針について検討した。討議した結果、研修日は原
則土曜日とし、樹木医必携も皆で勉強しようということで、各セクションの担当者を
とりあえず以下のように決めた。害虫（松原）、病害（梅本）、実践体験：石橋、古川、
櫻本。また、外部講師と演題として、千葉農林総研の武田

藍さんに「ケブカトラカ

ミキリの発生生態と防除」について講演をお願いしてみようということになった。そ
の他、県外研修として、佐渡島へ研修旅行に出かけようということになった｡
２．平成２２年７月４日（土）
北田会員から千葉市内の公園に発生しているフジ根頭がん腫病（Agrobacterium
tumefaciens）の発生状況と当面実施している対策について、紹介してもらった。そこ
では、フジ根頭がん腫病のがん腫は一般的な根頭がん腫病のがん腫に比べて大きくま
たぶよぶよしていること、これを取り除いても再度がん腫が形成されるので根本治療
にならないこと、殺菌剤では効果がないことが語られ、松樹幹注入剤容器を加工して
抗生物質を注入する試験的治療を行ってみて経過観察している事が報告された。
その後のフリーディスカッションでは、土壌中の病原菌対策として、生物農薬の「バ
クテローズ（日本農薬製造）」があるので、試してみると良いのではないかとの意見が
あった。
３．平成２２年９月１８日（土）～２０日（月）
佐渡島研修旅行を行った。参加者は東ブロック会員６名、他ブロックの会員４名、
新潟県支部からも５名参加され、総勢１５名であった。主な研修内容として、佐渡の
名だたる神社や能舞台とその境内等にある名木見学、新潟大学の演習林見学、朱鷺の
郷見学、佐渡金山跡観光視察等であった。また、この研修旅行では新潟県支部の方も
参加され、親交を深めると共に情報交換等も行った。個人的感想であるが、新潟大学
の演習林では標高の違いによりいくつかの樹相を見ることができ、さらに頂上部では
杉の枝が降雪により地面に伏し、そこから根が発生し（伏状更新）、あたかも別の個体
のように成長している様が観察されたのには、見応えがあった。また、ナラ枯れがこ
の島でも大きな問題になっている状況も直接観察できた。
４．平成２２年１１月２０日（土）
千葉県で平成２０年に新たに発生が確認されたケブカトラカミキリの発生生態と防
除について、農林総研の武田

藍さんに講演してもらった。その内容の概略について

は、以下のようであった。この害虫は、千葉県で発生が確認されるまでは屋久島、種
子島、四国、九州のみに分布していたものである。５月に樹皮下で孵化する。そして
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翌年４～５月に材外に脱出する。食べカスや虫糞を外に出さないので、外観からの識
別は成虫の脱出口などの発見に頼る。その防除には、成虫の脱出時期にスミパイン乳
剤の５０～１５０倍液の散布が有効であるが、これでも効果は絶対的ではない。
５．平成２３年２月１２日（土）
林会員から、佐渡の朱鷺及び植生について報告してもらった。林さんは、事情によ
り冬期は千葉県で生活し、それ以外のシーズンは佐渡島で生活を送っておられます。
今回発表していただいた内容は、１．佐渡島でのトキ再生を目標とした環境問題、特
に主餌となる両生類の現生育環境と今後の対策、２．佐渡の植物の紹介、であった。
佐渡島でのトキ再生を目標とした環境問題では、朱鷺の餌になる小動物は多く、両
生類のアカハラ等などは格好の餌になっていること、餌となるそれらの小動物の繁殖
に好ましい環境を如何に作り維持していくか等の説明がなされた。
佐渡の植物の紹介では、大佐渡と小佐渡では明らかに植生が異なること等について、
例を挙げながら説明がなされた。
会員（１４名）
・石原

浩聡（佐倉市）

・梅本

清作（四街道市）

・松原

功（山武市）

・大場

みちる（佐倉市）

・北田

征二（八街市）

・足立

照光（大網白里町）

・橋本

智美（佐倉市）

・櫻本

史夫（富里市）

・古川

健（九十九里町）

・林

正純（佐倉市）

・大木

幹夫（匝瑳市）

・大木

・富塚

武邦（東金市）

・石橋

亨（山武市）

一男（芝山町）

佐渡島研修旅行参加者（樹木医会千葉県支部のメンバー）
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銘木「千手杉」（新潟大学演習林内にて）

ケブカトラカミキリについての研修風景（平成22年11月20日）
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＜西ブロック（ブロック長

柏﨑

智和）＞

１．はじめに
平成２１年度と同様に年度当初、ブロックの方向性に関するアンケートを行い、
会員の意見を再確認した。平成２１年度当初のアンケート結果と同様、以下のよう
な回答が多かった。
①活動回数について：年４回程度
②開催日時：土日祝日

半日程度

③内容について
ⅰ）技術研修会やフィールドでの実験･研究
ⅱ）巨樹・古木の見学会
ⅲ）体験談などの情報交換会
④開催場所：西ブロックの範囲の市町村または、特にこだわらない
西ブロック会員の特徴として、役所や企業に勤務している会員が多いことから、
土日開催を主体に実施することとした。
２．平成２２年度の西ブロック活動
(１) 第１回活動：技術研修会

平成２２年７月１８日（日）

平成２１年にも開催した松戸市さくら通りにおいて、前年におこなった腐朽部
処置のその後の経過を確認、白紋羽病で枯損したソメイヨシノの病徴を目視で観
察し、更に根系に付着している菌糸の顕微鏡観察も行った。
参加者は西ブロック会員１３名、他ブロックおよび他県支部会員６名の計１９
名で、顕微鏡観察や白紋羽病の観察については、初めて経験する会員もみられ、
非常に有意義な研修会であった。
(２) 第２回活動：千葉大学園芸学部との交流

平成２３年２月１７日（木）

西ブロックは千葉大学のお膝元ということもあり、千葉大園芸学部学生達との
交流会を地域活動として開催した。交流会の内容としては、樹木の診断（外観診
断、土壌調査と根系調査、精密診断）のデモンストレーションおよび樹木診断の
体験会を実施した。
参加者は西ブロック会員９名、他ブロックおよび他県支部会員３名の計１２名
で、平日であったにも関わらず、多くの会員の参加をいただけたこと、千葉大側
の参加者も学生（大学生および大学院生）と教員で計３２名に参加をいただき、
参加された教員から、このような催しは是非継続していただきたいとの御意見も
いただけたことからも、今後も西ブロックでは千葉大との交流を継続していきた
いと考えている。
３．平成２２年度の反省と今後の活動
平成２２年度は平成２３年３月中旬にも松戸市さくら通りでの白紋羽対策の実験
を会員のアイデアを集め実施する予定であったが、東日本大震災の影響もあり延期
したため、年２回の活動にとどまってしまった。また、ブロックの会員数も年々増
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加しているが、活動への参加人数は減少している。なるべく多くの会員の参加が望
まれるため、活動内容や活動回数増などの対策も考えていく必要がある。
その一環としても、千葉大との交流会以外にも、地域の市町村で開催されるみど
りの日のイベントへも参加するなど、組織としての地域活動にも力を入れていきた
いと考えている。
会員（３８名）
・神尾

健二（市川市）

・鈴木

良治（松戸市）

・松橋

秀記（柏

市）

・河野

年博（市川市）

・瀬〆

俊郎（松戸市）

・山田

雄介（柏

市）

・坂元

博明（市川市）

・高橋

悦子（松戸市）

・大西

浩（流山市）

・高橋

芳明（市川市）

・高橋

毅（松戸市）

・岡田

和子（流山市）

・田口

峯男（市川市）

・本田

一彦（松戸市）

・勝村

安代（流山市）

・鳥山

貴志（市川市）

・真嶋

好博（松戸市）

・苅住

昇（流山市）

・直木

哲（市川市）

・松永

整治（松戸市）

・荒木

睦（我孫子市）

・中井

義昭（市川市）

・菊田

裕一（野田市）

・阪本

功（我孫子市）

・前島

重男（市川市）

・砂山

芳輝（野田市）

・高野

光利（我孫子市）

・飯岡

紀幸（松戸市）

・田中

彰（野田市）

・柏﨑

智和（印西市）

・鏑木

大作（松戸市）

・奥宮

健太（柏

市）

・永野

修（印西市）

・五月女

治（松戸市）

・直江

宏（柏

市）

・渡辺

照雄（印西市）

・佐々木

潔洲（松戸市）

・松井

映樹（柏

市）

白紋羽病の顕微鏡観察風景

白紋羽病の菌糸膜

千葉大との交流会での土壌調査の説明

同
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外観診断の説明

＜中央ブロック（ブロック長

石谷栄次）＞

１．はじめに
２期目の中央ブロック長を拝命し、１年間活動した。石谷がブロック長の３
年間は、会員による話題提供を中心として活動を実施させていただいている。
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、昨年度と同様、研修会のお知らせを送付し、研修
会を開催し、ニュースレターを発行した。今年度のテーマは、「樹木医として経
験を語る」に加えて「総合的意見交換」を試みた。そして、昨年度と同様月例会
を設定し、８回の研修会を開催できた（表１）。特に、総合討論（７月）に参加
いただいた櫻本、鈴木両樹木医に感謝いたします。また、総合的意見交換（１月）
で話題提供いただいた齊藤副支部長と神谷樹木医にも深謝いたします。さらに話
題提供に挑戦いただいた武田樹木医にも感謝いたします。
屋外での研修会として、森林セラピーという新しい話題について千葉県森林イ
ンストラクター会等に話題提供いただき、千葉県緑化推進委員会管理地（旧千葉
県環境緑化センター、袖ケ浦市）において実際に体験することができた。
会員の皆さんは、樹木医としての貴重な経験を蓄積している能力ある技術者で
あることを自覚し、研さんに励んでいただきたいと願っている。
(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（本書 P10～11参照）。
３．反省と希望
研修会の参加者は１０人前後でしたが、研修会の回数は多い方が良いと感じて
いた初心を貫き、月例会を開催しました。その中で、千葉県森林インストラクタ
ー会を含め、すべて県内の樹木医に貴重な経験を発表いただいたことは、千葉県
支部の宝であると感謝している。今後はさらに、樹木医が現場で感じ、考えたこ
とを発表していただきたいと願っている。
表１ 研修会の開催
開催月日
７月１７日（土）
８月２１日（土）
９月２５日（土）
１０月１６日（土）
１１月２０日（土）

話
題
自己紹介、総合的意見交換
街路樹の現状と将来のあるべき姿

場所
室内

話題提供者
全 員

マツ材線虫病防除と樹幹注入剤について 室内 山﨑雅則（樹木医）
室内 伊東伴尾（副支部長）
チェルシーフラワーショーから学ぶ

森林の持つ癒しの効果(森林セラピー) 屋外 綛谷珠美（千葉大学）
（講義と体験）
森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ会
室内 中村元英（前理事長）
“樹の生命を守る会”誕生の前後
神谷 隆（樹木医）

１月２２日（土）
２月１９日（土）
３月 ５日（土）

千葉県の土壌とその取り扱い方
（総合的意見交換）
ニホンミツバチと蜜源植物

室内 齊藤陽子（副支部長）
石谷栄次（ﾌﾞﾛｯｸ長）
室内 武田英司（樹木医）
石谷栄次・富谷健三

海岸松林造成の歴史と維持管理（里山イベント） 屋外
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会員（３２名）
・石谷

栄次（千葉市）

・川井

洋基（船橋市）

・藤田

・伊東

伴尾（千葉市）

・鈴木

弘行（船橋市）

・有田

和實（浦安市）

・臼井

淳史（千葉市）

・中尾

大吾（船橋市）

・大島

渡（浦安市）

・小田

良彦（千葉市）

・中里

典子（船橋市）

・清水

政巳（浦安市）

・中村

辰巳（船橋市）

・鈴木

忠幸（浦安市）

・野木

茂樹（浦安市）

・小野寺

康夫（千葉市）

・掛札

俊一（千葉市）

・細川

卓巳（船橋市）

・君塚

幸申（千葉市）

・目黒

仁一（船橋市）

・木暮

亘男（千葉市）

・横田

純（船橋市）

・武田

英司（千葉市）

・清水

晴一（習志野市）

・塚原

道夫（千葉市）

・中村

元英（習志野市）

・服部

立史（千葉市）

・山﨑

雅則（習志野市）

・藤島

由香（千葉市）

・神谷

隆（八千代市）

・角能

浩章（船橋市）

・小宮山

戴彦（八千代市）

室内研修（森林セラピー）

司（八千代市）

屋外研修（森林セラピー体験）

寝転び体感（森林セラピー体験）
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総合的意見交換の実現
今年度の研修会は、昨年度設定した「樹木医とし
て経験を語る」に加えて重要な課題についての総
合討論を希望しました。第１回として７月に「街路樹
の現状と将来」という大きな問題を提起しました
が、冒頭からの討論には経験と認識に違いが出
て、議論がかみ合うまでには至りませんでした。
そこで、１月に総合的意見交換として「千葉県の
土壌」を取り上げ、話題提供の後に意見交換する
という形で研修会を持つことができました。齊藤陽
子副支部長は、かつて果樹の農業専門技術員とし
て土壌について農業改良普及員や生産者を指導
した経験があり、神谷 隆樹木医は民間企業の研

究所に勤務されています。石谷栄次中央ブロック長
は、林業試験場在勤当時に研究員として土壌図の
林地部分の作成に関わりました。千葉県の土壌に
ついての違った経験や視点を話題提供いただき、そ
の後に意見交換することができました。
樹木医には造園、林業そして果樹という違った視
点を持つ技術者がおり、お互いの技術の深さを競っ
ております。自分の立場だけでなく、違った視点もぜ
ひ吸収してほしいと願っています。
農業土壌の技術者、森林土壌の技術者、特殊土
壌の技術者にそろって話題提供してもらえる千葉県
支部は、なかなかのものと自負しました。

総合的意見交換：千葉県の土壌とその取り扱い方
話題提供①：土壌の性質と取り扱い方
ー土壌管理と病害発生のメカニズムー

神谷

隆 樹木医

最初に自己紹介させていただきます。
私は民間企業（セメント関係）の研究所に勤務し、
市街地の汚染を植物で浄化する等の仕事をし、現
在は汚染土壌からカドミウムを化学的に回収する
方法を研究しています。土壌化学の仕事です。
本日は、土壌についての総論的な話をし、次の
方々に各論の話をしていただければと思います。
１ 土壌三要素のバランス
物理性、化学性、生物性が三要素で、豊かな地
力や肥沃度は三者のバランスの上に成り立ってお
り、植物の種類によってそれぞれ要求度が異なり
ます。バランスの良い土壌は植物の健全な生育を
促し、病害虫等による被害を回避します。一方、バ
ランスを欠いた土壌は植物の健全な生育を阻害
し、病害による被害を被ることになります。
総合的なバランスを保つため、必要な対策を施
すのが樹木医の役割と考えます。
２ 病害成立の三要因
主因、素因、誘因が三要因です。
・主因：病原（菌類、バクテリア、ウイルス、線虫）
・素因：病気が起きやすい植物の性質
・誘因：病原にとって好適な環境条件
各要因が小さく重なりがない時には、発病しませ
ん。逆に各要因が大きくなり三要因が重なると発病
します。病害を抑える方法として、病原を減少させ
るだけでなく、植物の性質に抵抗性を付加するとか
発病する環境を変えるなどによって抑えることがで
きるようになります。

３ 病害発生における土壌管理の重要性
土壌管理によって発病を抑止することができま
す。適正な施肥等により抵抗性を強化し、罹病性を
回避することができます。また、誘因としての不適
環境を除去することで回避できます。素因の強化と
誘因の除去を合わせると、より効果的に発病を免
れることができるようになります。
４ 素因の低下を防ぐ対策
土壌肥沃度が低下すると植物体が衰弱していき、
素因が悪化し病害が発生します。バランスの取れ
た土壌改良・施肥を行うと、より健全な生育が素因
の強化につながり病害を抑制します。
病害抵抗性には静的抵抗性と動的抵抗性があり
ます。前者は植物が病原菌に感染する前から保持
している抵抗性で、健全な植物は自ら病気に対す
る静的抵抗性を保持しています。これに対し後者
は、病原体との接触、進入を受けて反応が開始さ
れる抵抗性で、植物の防御反応と考えられます。
５ バランスを保つ対策
地力に関わる要因は多くありバランスを保つこと
は難しいですが、その中にあって有機物の施用は
幅広いバランス対策となります。
６ まとめ
各植物の要求する土壌環境を理解し、バランスの
とれた土壌管理することが発病防止の決め手にな
ります。
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話題提供②：千葉県の農地土壌とその改良

ーﾎｰﾙﾃﾞｨｶﾞｰによる局所深耕と施肥改善による梨園の改善ー

副支部長

齊藤陽子 樹木医

まず自己紹介させていただきます。
果樹の農業改良普及員から農業専門技術員とな
り、それが樹木医に挑戦するきっかけになりまし
た。私の仕事は現場ですので、現場における技術
開発と考えています。今回は、ホールディガーによ
る局所深耕と施肥管理による生産性の改善事例を
報告いたします。
１ 目的
千葉県のナシ栽培面積は1690haで、日本一の赤
ナシ生産地です。赤ナシ特に幸水は甘く、糖度が10
度以上になります。千葉県では早くから幸水が導入
され栽培されてきましたが、高齢化すると小玉にな
り生産性が低下するので改植することになります。
また、収量の低下を防ぐために多施肥になってしま
います。そこで、小玉化と収量の低下を防ぐため
に、ホールディガーによる局所深耕と施肥管理を行
いました。
２ 試験方法
１１月にホールディガー坑を１樹当たり６か所、主
幹から２ｍの位置に直径３０cm、深さ５０cmで掘り
ました。合わせて土壌分析を行いました。その結果

リン酸過剰、カリ過剰（苦土欠乏）であることが明ら
かになりました。そこで、被覆尿素は坑内に馬糞堆
肥と共に２０Kg、表層全面に１０Kg施用しました。さ
らに８月中旬に硫安を施用しました。
３ 試験結果
①収量調査：改良区の果実は３１３ｇ/個と良好
で、糖度も１０度以上を示しました。食味も慣行区と
同程度でした。
②樹冠占有面積は慣行区より広いでした。
③試坑調査：局所深耕した部分を試坑調査したと
ころ、新根の伸びが見られました。
４ まとめ
ホールディガーによって根を痛めずに土壌の理学
性を改善し、土壌分析と施肥改善によって品質の
低下を防ぎ、収量を向上させることができました。
土壌の持つ性質をよく理解し、上手に付き合って
いただきたいと願っています。

話題提供③：千葉県の森林土壌と特性の把握－５万分の１の土壌図ー
中央ブロック長

石谷栄次 樹木医

森林は主に木材を生産する場所で、収穫までに
長い年月を要することと強度が必要な木材の生産
を目的としていることから、施肥いたしません。ま
た、農業で実施している耕耘も採算性から実施して
いません。森林土壌の分類は、地形や水分によっ
て変化する理学性と化学性が生育を阻害する場合
に問題となります。
１ 千葉県の表層地質
銚子市付近の古生層と嶺岡山系の中世層のごく
小面積を除けば、ほとんどが新生代第三紀以降に
成立した新しい地質です。県南部は砂岩泥岩互層
であり、県央部は半固結堆積物である砂泥互層、
県北部は未固結堆積物である砂泥互層の上に火
山灰が堆積しています。そして、九十九里平野は最
も新しい第四紀沖積層となっています。

２ 千葉県の森林土壌
森林土壌は地表１ｍの土壌特性で評価しますの
で、千葉県の場合、砂泥互層のどちらが出現する
かで母材（土壌の理化学性を左右する基岩）の性
質が大きく変化します。また、地形により変化し、斜
面上部や平坦地は残積性、斜面中央部は匍行
性、斜面下部は匍行性・崩積性の土壌が出現しや
すくなります。水分が少ないと乾性土壌が、適度で
あれば適潤性、滞水すると湿性土壌が出現しま
す。
３ 土地分類基本調査における土壌図の作成
千葉県では昭和４５年から土地分類基本調査が
開始され、５万分の１地図の表層地質図、土壌図、
土地利用現況図が毎年数図幅づつ作成され、す
べての図幅が完了しています。この土壌図を基に
して樹木の生育を判断することが大切です。

次回研修会開催予定
開催月日：平成２３年２月１９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：「ニホンミツバチと蜜源植物」
武田英司

樹木医

最近話題になっているニホンミツバチについて、蜜源植物との関係からお話いた
だきます。樹木医としての発表に挑戦していただきます。
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＜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、平成２２年度に栃木県から転入し東京大学千葉演習林に勤務してい
る久本洋子樹木医が加わり現在１３名で構成されている。平成２２年度は２１年度に
引き続き、現地研修、室内研修を主体に年４回程度を目標に開催することとした。
２．研修内容
(１) 第１回研修

７月３日（土）

● 講師：藤平樹木医
国指定天然記念物笠森自然林にて開催した。藤平樹木医は長年にわたり笠森周辺
の植生調査をしており、周辺の森林構成の特徴や笠森で特に貴重なシダ類について
は実物を見ながら説明いただいた。鬱蒼とした森林に参拝客の声が吸い込まれるよ
うであった。この自然林の頂部は四方崖造りで知られる国指定重要文化財笠森寺が
あり、住職の説明をいただきながら全員で参拝した。ちなみにスギの樹高を鈴木樹
木医が測定したところ４０ｍほどであった。
続いて、県立大多喜県民の森に移動し、県民の森の概要について担当職員より説
明を受けた後、８月２２日に開催される「第５回巨樹・古木フォーラム in きみつ」
について、会長をつとめる藤平樹木医、副会長の小池樹木医より開催内容について
説明いただき、南ブロックとして全面的に協力することとした。その後、最近の樹
木診断の状況について、齊藤、海老根両樹木医より説明いただいた。特に、齊藤樹
木医からは、南房総市高徳院のイチョウについては、地域住民にとって幼い頃から
の思い出の樹であり、何とか助けていただきたいという檀家より強い要望があり、
その治療法について高度な判断が求められた。数人の樹木医にも協力願い、結果は
治療困難と断定したとのことである。断定を下すまでの心境など樹木医の辛さを垣
間見る報告であった。
(２) 第２回研修

１０月２日（土）

● 講師：富塚県支部長、鈴木樹木医、海老根樹木医
袖ケ浦市の千葉県緑化推進委員会管理施設（旧環境緑化センター）で開催した。
最初に富塚県支部長より「時を紡ぐ巨樹の魅力について」をプロジェクタを用い
て講義いただいた。環境省が定める巨樹、巨木林の定義をはじめ、世界一の巨樹、
日本一の巨樹、千葉県一の巨樹、最古の樹齢、樹高、体積など、様々なジャンルに
わたって映像を見せていただいた。更に、巨樹の魅力・見どころ、伝説・物語の巨
樹、巨樹の受難の歴史、巨樹の調査、巨樹のある風景など巨樹に関するあらゆる項
目について細部にわたり解説いただいた。千葉県にもこんなに多くの巨樹があるこ
とに今更ながら驚かされた次第である。機会があればもう一度受講したい研修であ
った。続いて鈴木樹木医より「サクラの系統的特性について」を講義いただいた。
鈴木樹木医からは、日本のサクラの原点ともいえる系統的特性が果たしてどうなの
か、自分の観察結果と公表されている同定基準と照らし合わせながら対比し、その
疑問点や相違点を追求した研究発表といえる極めてレベルの高いものである。した
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がって、その内容は日本産サクラの品種の花柄、萼裂片と萼筒、花弁、花柱、花序
など各器官や形状を一つ一つ調査した結果を資料とプロジェクトを用いてわかり
やすく解説していただいた。この発表は、今後サクラ愛好者や関係機関等から講演
依頼があるものと予想される。
続いて海老根樹木医より、「樹木治療に於ける器具の基本的取扱方について」講
義いただいた。スコップの差し込む方向によって、角度を自在に変えることのでき
る掘取方法。逆方向における剪定ばさみの持ち方、切り方。長く、また短く切断す
る場合の鋸の使用法など、普段当たり前に使用している器具も使用によっては、能
率や安全性に大きな影響を与えるものであり、その重要性を思い知らされたところ
である。今後予定されている樹木治療の現地研修において、あらためて指導頂くこ
ととしている。
南ブロックは、今まで現地研修を中心に開催しており、室内研修は初めてである。
今回の研修はプロジェクタを使用するので、当日、不都合が生じないよう石谷中央
ブロック長に器具の事前チェックをお願いし、また、研修当日は付きっきりで面倒
をみて頂くなど特段のご配慮をいただいた。深く感謝申し上げたい。
(３) 第３回研修

１２月１１日（土）

● 講師：大矢樹木医、齊藤樹木医、石谷樹木医
２回目と同じく袖ケ浦市の千葉県緑化推進委員会管理施設（旧環境緑化センター）
で開催した。
最初に大矢樹木医より「１万人に接した中でのみどりの相談内容について」を講
義いただいた。大矢樹木医は、千葉市都市緑化植物園のみどりの相談所に１２年勤
務し、この間多くの相談を受けている。その概要について報告いただいたが、相談
内容は、単純なものから、回答に困難を極めるものまで実に様々である。今回はそ
の中で、樹木に関係し回答に困るような内容、例えば、子どもからの相談で、「同
じ樹齢で、同列で開花がなぜ違うのか、同じ木で同じ場所でなぜ落葉時期が異なる
のか」等について、写真や図表により説明いただき、その原因や回答について研修
出席者からも意見が続出し、大いに盛り上がった次第である。
次に齊藤樹木医より「土壌の物理性と化学性について」を講義いただいた。最初
に館山市立神余小学校での生徒、PTAが一体となってイロハカエデの樹勢回復に取
り組んだ事例について説明いただいた。イロハカエデは樹齢１００年余で神余小学
校創立当時に植えられたといわれるシンボル的存在である。最近になって枯れ枝が
目立ちはじめ調査したところ、踏圧が主たる原因であり、その対策として、土壌改
良とタケ筒に穴をあけた空気管を埋設するよう指導し、その作業を生徒とPTAが一
体となって取り組んだものである。このように、学校ぐるみでの取り組みは樹木医
のPRに貢献するとともに業務の拡大にもつながるものである。なお、対策を講じる
前に事前調査として、土壌深度毎のPH、電気伝導度、樹木周辺の土壌硬度のそれ
ぞれの調査結果と治療範囲が詳細に説明された。
また、齊藤樹木医は館山市と南房総市でビワ、イチジク等を栽培しているが、栽
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培地の土壌調査を実施したところ、一部で酸性が高いことが判明した。それを改善
するため酸性改善施肥設計をつくり、施用基準に基づき施用を繰り返したところ
PHの数値がかなり改善された内容が報告された。このほかアルカリ性の改善例も
示された。土壌調査は簡単にできるものではない。専門的知識が必要であり、もの
によっては結果が出るまで時間もかかりまた経費もかさむ。家庭菜園など簡単な調
査内容ですむものであれば、ディスカウントショップで簡単に引き受けてくれると
の情報をいただいた。
続いて石谷樹木医より「サクラ植栽地への縮間伐の導入について」を講義いただ
いた。サクラの植栽間隔は２～３ｍが多く、開花後数年で枝が重なるなど見栄えの
悪いものが多く見受けられる。これを改善する手段の一つとして、果樹で行われて
いる縮伐、間伐作業を取り入れ、植栽間隔を人為的に広げていく手法が報告された。
その方法は当初から残存木と間伐木を識別し、成長に従い交差する間伐木の枝を切
り詰め、最後は伐採して樹幹間隔を維持する方式である。最終的に樹幹間隔がどの
程度必要であるかは土壌条件や樹勢、品種により異なることになる。この手法につ
いて細部にわたり説明いただいた。
(４) 第４回研修

３月６日（日）

● 講師：小池樹木医、諏訪原樹木医
実技研修として内山緑地建設君津事業所で樹木治療について実施した。樹木治療
は南ブロック発足時からの要望研修で今回ようやく実施にこぎつけた。内山緑地建
設の先輩後輩にあたるという小池及び諏訪原樹木医に講義いただいた。治療木は、
ヤマザクラで樹高１０ｍ、樹齢は７０年余りと思われる天然木である。現況調査、
樹木診断カルテ、樹勢調査を計測、観察に続いてベッコウタケにより腐食した部分
を確認し、治療を開始した。治療としては、被害部の除去、バーナーによる焼付け、
トップジンMペーストの塗布、空気管設置、メネデール散布等を実施した。
なお、前年度館山市で実施した県指定天然記念物「沼のビャクシン」研修会にお
いて、宿り木により樹勢が衰えていることが判明した。すぐ処置するよう市当局へ
指導したところであるが、今年度予算化され、宿り木の伐採と土壌改良が早速実施
された。更に十二天神社氏子の了解のもと踏圧を避けるため、境内に柵を設置し、
しかも出入り口を移動するなど完璧なかたちで処置することが出来た。この間、地
元齊藤樹木医の努力と施工に当たり特段のご指導をいただいたNPO法人樹の生命
を守る会有田理事長に敬意を表す次第である。
会員（１３名）
・齊藤

陽子（館山市）

・大高

一郎（君津市）

・海老根

・小倉

善夫（木更津市）

・小池

英憲（君津市）

・大矢

文夫（白子町）

・川西

正（市原市）

・渡邉

昭夫（大多喜町）

・鈴木

輝征（市原市）

・藤平

量郎（君津市）

・久本

洋子（鴨川市）

・関

隆夫（いすみ市）

・諏訪原

幸広（君津市）
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熙（長生村）

第２回研修会（左：鈴木樹木医、右：海老根樹木医）

第３回研修会（左：大矢樹木医、右：齊藤樹木医）

第４回研修会（左：初期診断、右：ﾄｯﾌﾟｼﾞﾝMの塗布と空気管）
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Ⅲ

会員の動向

(1) 新入会者
大木幹夫（匝瑳市）、大場みちる（佐倉市）、藤島＜坂入＞由香（千葉市）、
鈴木忠幸（浦安市）、瀬〆俊郎（松戸市）、松永整治（松戸市）、松橋秀記
（柏市）、山田雄介（柏市）
＊新入会者紹介は、
「平成２２年度樹木医合格者皆様の抱負」
（樹の生命９号，43
～ 46）に掲載されている。
(2) 転入会者
中村辰巳（兵庫県から）、久本洋子（栃木県から）、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
大畑隆美

Ⅴ

会員の発表等（五十音順）
＜口頭発表＞

1）有田和實(2010.5)話題提供「海外樹木事情－台湾のソメイヨシノ治療－」，プ
ラザ菜の花（千葉市）
2）石谷栄次(2010.5)カエデ庭木診断，千葉市内
3）石谷栄次(2010.6)「生物多様性と物質の循環」，ちば里山センター総会講演，
千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ヶ浦市）
4）石谷栄次(2010.12)「サクラ植栽地への縮間伐の導入について」，千葉県支部南
ブロック研修会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ヶ浦市）
5）石谷栄次(2011.1)クスノキ大木樹勢診断，Ｅ寺（袖ヶ浦市）
6）石谷栄次(2011.1)授業「森林」（５年生），千葉大学教育学部附属小学校ゲスト
ティーチャー，千葉大学教育学部附属小学校（千葉市）
7）石谷栄次(2011.1)「千葉県の森林土壌と特性の把握－５万分の１の土壌図－」，
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
8）石橋

亨(2010.5)話題提供「弘前市見聞録・リンゴの無農薬栽培と弘前城の

桜」，プラザ菜の花（千葉市）
9）伊東伴尾(2010.9)「チェルシーフラワーショーから学ぶ」，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
10）海老根

熙(2010.10)「樹木治療における器具の基本的取扱方について」，千

葉県支部南ブロック研修会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
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11）大矢文夫(2010.12)「１万人に接した中でのみどりの相談内容について」，千
葉県支部南ブロック研修会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
12）神谷隆(2011.1)「土壌の性質と取り扱い方－土壌管理と病害発生のメカニズ
ム－」，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）北田征二(2010.7)「フジがん腫病治療の１試験と経過観察」，千葉県支部東ブ
ロック研修会，四街道市文化会館
14）小池英憲(2010.5)マキノキ樹勢診断と治療，個人庭園（君津市）
15）小池英憲(2010.6)講義「土壌改良について」，千葉県生涯大学校
16）小池英憲(2010.7)ケヤキ枯損原因調査，個人宅（木更津市）
17）小池英憲(2010.9)カヤノキ樹勢回復工事，Ｋ寺（君津市）
18）小池英憲(2010.10)樹木のいろいろな表情を探る，船橋県民の森
19）小池英憲・有田和實(2010.7)樹名板作り，Ｏ小学校（君津市）
20）小池英憲・諏訪原幸広(2011.3)「ヤマザクラの樹木治療（実習）」，千葉県支
部南ブロック研修会，内山緑地建設君津事業所（君津市）
21）齊藤陽子(2010.12)「土壌の理学性と化学性について」，千葉県支部南ブロッ
ク研修会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
22）齊藤陽子(2011.1)「千葉県の農地土壌とその改良－ホールディガーによる局
所深耕と施肥改善による梨園の改善－」，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
23）鈴木輝征(2010.10)「サクラの系統的特性について」，千葉県支部南ブロック
研修会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
24）鈴木輝征(2011.2)「サクラの品種について」，千葉県さくらの会技術講習会，
千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
25）鈴木弘行(2010.10)「野鳥から見た江戸川区の環境」，NPO法人えどがわエコ
センター「なるほど！講座」，葛西臨海鳥類園・ウオッチングセンター
26）鈴木弘行(2010.11)未来館のおもしろ樹木ふしぎ樹木「樹名板をつくろう！」，
江戸川区子ども未来館講座，江戸川区子ども未来館
27）諏訪原幸広(2011.2)「サクラの栽培と管理について」，千葉県さくらの会技術
講習会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
28）武田英司(2011.2)「ニホンミツバチと蜜源植物」，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
29）藤平量郎(2010.7)笠森自然林の植物 (現地指導)，笠森自然林 (長生郡長南町)
30）富塚武邦(2010.10)「時を紡ぐ巨樹の魅力について」，千葉県支部南ブロック
研修会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
31）直木哲(2011.1)「都内における生きた樹木に対するイエシロアリの加害・群
飛事例とその生態」，東京都支部第２回研修会，文京区民センター（東京都文
京区）
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32）中村元英(2010.11)「“樹の生命を守る会”誕生の前後」，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
33）林正純(2011.2)「佐渡の自然について」，千葉県支部東ブロック研修会，四街
道市文化会館
34）松原功(2010.9)平成 22 年度樹勢診断と回復技術講座，千葉県農業大学校（東
金市）
35）山﨑雅則(2010.8)「マツ材線虫病防除と樹幹注入剤について」，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）有田和實(2010.6)世界の樹木Ⅵ（中国・大同市），樹の生命８，13 ～ 14
2）有田和實(2010.6)世界の樹木Ⅶ（インド），樹の生命８，14 ～ 15
3）有田和實(2010.6)世界の樹木Ⅷ（エジプト），樹の生命８，16
4）有田和實(2010.6)阿里山櫻樹治療（臺灣），樹の生命８，17 ～ 19
5）石谷栄次(2011.3)「みんなで知ろう

海岸松林造成の歴史と維持管理（パンフ

レット），九十九里海岸の松林を守る会・千葉県環境財団
6）石谷栄次ほか(2011.1)「千葉市小山町観音地における里山と自然の復元活動」，
14pp，緑の環・協議会
7）石谷栄次・奥山

淳・小高守正(2010.10)「千葉県小山町観音地における山砂

採取跡地の利用創出に関わる人々の種類と特性」，第 62 回日本森林学会関東支
部講演要旨集，12
8）海老根

熙(2010.9)「人は木の恩恵を受けている」，シティライフ（外房中央

版、2010.9.4）
9）大木一男(2010.6)千葉県の巨樹・古木（県東地区），樹の生命８，33
10）大木一男・高野光利・石橋

亨・松原

功(2010.8)府馬の大クス（タブノキ）

を加害するホシベニカミキリ防除のための基礎調査報告書，NPO法人

樹の

生命を守る会
11）奥山

淳・石谷栄次・小高守正(2010.10)「千葉県小山町観音地の山砂採取跡

地における産業廃棄物処理施設建設の阻止と跡地の利用創出」，第 62 回日本森
林学会関東支部講演要旨集，12
12）田口峯男(2010.6)樹木の増殖 接木 Ⅳ，樹の生命８，31
13）千葉県支部中央ブロック(2010.7)中央ブロックホットニュース，2pp
14）千葉県支部中央ブロック(2010.8)中央ブロックホットニュース，2pp
15）千葉県支部中央ブロック(2010.9)中央ブロックホットニュース，2pp
16）千葉県支部中央ブロック(2010.10)中央ブロックホットニュース，2pp
17）千葉県支部中央ブロック(2010.11)中央ブロックホットニュース，2pp
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18）千葉県支部中央ブロック(2011.1)中央ブロックホットニュース，2pp
＊本書 p10 ～ 11 参照
19）千葉県支部中央ブロック(2011.2)中央ブロックホットニュース，2pp
20）千葉県支部中央ブロック(2011.3)中央ブロックホットニュース，2pp
21）藤平量郎(2009.6)照葉樹林 Ⅱ スダジイ林・カシ類林，樹の生命８，28 ～ 30
22）富塚武邦(2010.6)近刊本紹介，樹の生命8，32
23）真嶋好博(2010.6)日本樹木医会千葉県支部

ブロック制導入について，樹の

生命８，20
24）松原

功・大木一男・石橋

亨(2011.3)県東地域のイヌマキ・ナギを加害す

るケブカトラカミキリ被害実態調査報告書，NPO法人

樹の生命を守る会

25）渡邉昭夫(2010.9)竹細工に取り組む，フォレストコンサル 121，102 ～ 103
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Ⅴ

資料

１．千葉県支部役員等名簿
・支部長

富塚武邦

・副支部長

齊藤陽子

・副支部長

伊東伴尾

・副支部長(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)西ブロック長

柏﨑智和

・理事(兼)南ブロック長

渡邉昭夫

・理事

木暮亘男

・理事

砂山芳輝

・理事(兼)事務局長

真嶋好博

・監事

松原

・監事

中井義昭

・顧問

阪本

功
功

（注）平成２３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）
・理事

富塚武邦（千葉県支部長）

・企画部会

橋本智美

・技術部会

石谷栄次

・倫理審査委員会

木暮亘男

（注）平成２３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。
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（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
(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。
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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。

（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
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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。
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。

４．千葉県支部におけるブロック制
平成２１年度に本県を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。
・東ブロック
佐倉市、東金市、四街道市、八街市、富里市、匝瑳市、山武市、大網白里町、
九十九里町、芝山町
・西ブロック
市川市、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、印西市
・中央ブロック
千葉市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市
・南ブロック
館山市、木更津市、市原市、鴨川市、君津市、いすみ市、長生村、白子町、
大多喜町
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(２) 運営
・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。
・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。
(６) ブロック会員数（平成２３年３月３１日現在）
・東ブロック：１４名
佐倉市（４）、東金市（１）、四街道市（１）、八街市（１）、富里市（１）、
匝瑳市（１）、山武市（２）、大網白里町（１）、九十九里町（１）、
芝山町（１）
・西ブロック：３８名
市川市（９）、松戸市（１１）、野田市（３）、柏市（５）、流山市（４）、
我孫子市（３）、印西市（３）
・中央ブロック：３２名
千葉市（１２）、船橋市（９）、習志野市（３）、八千代市（３）、浦安市（５）
・南ブロック：１３名
館山市（１）、木更津市（１）、市原市（２）、鴨川市（１）、君津市（４）、
いすみ市（１）、長生村（１）、白子町（１）、大多喜町（１）
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５．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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