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樹木医活動記録
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第 ３ 号

平成２４年８月

一般社団法人 日本樹木医会
千葉県支部

ま え が き
一般社団法人日本樹木医会千葉県支部は、当初５名の会員で発足し、１７年
目の平成２３年度末には１００名を超える、１０４名の会員を擁する組織へと
発展いたしました。これは全国第４位の会員数となります。
この間、会員の日頃の活動、取り組み姿勢、不断の努力が、行政、県民、企
業等からの信頼と共感を賜り、多様な要請や期待に応えてまいりました。また
更なる知識・技術の向上、会員の交流のため、機会を捉え、各種研修、集会、
倫理観の高揚、情報提供等も図ってまいりました。
平成２３年度は総会における立教大学理学部教授上田恵介先生の講演、「鳥
と植物との共進化」は、会員外の聴講希望者も多数来場し、盛況でした。新会
員歓迎会では独立行政法人森林総合研究所、生物的制御担当チーム長、佐藤大
樹先生による講演「菌類と昆虫との関係」
、松原功会員と石橋亨会員による事例
発表「津波による樹木調査状況について」
、高野光利会員の「設立当時の千葉県
樹木医会について」等、いずれの講演、発表も興味深く、時宜を得たものでし
た。
また３年目を迎えたブロック活動は、ブロック長並びに各会員の協力により、
各ブロックとも独創的なプログラムを作成し、有意義な活動がなされ、技術の
取得、知識の向上、情報の提供・共有のみならず、得意分野や特技等も認識さ
れ、地域への貢献、教育機関との交流、継続的な調査研究等にも見るべきもの
がありました。各ブロック長は制度発足以来３年の長きに渡り、それぞれのブ
ロックをまとめるとともにブロック間交流も推進され、千葉県支部の充実発展
に多大な成果を上げられました。心から感謝申し上げます。
さらに NPO 法人樹の生命を守る会とは連携交流のもと、講演会、研修会、
実技講習等に多くの会員が参加しました。特に最新機器の実習はフィールドも
申し分なく、大変意義深いものでした。
これら千葉県支部と多くの会員の活動記録を取りまとめた年報第３号をお
届けいたします。樹の生命を守る会の活動も併せて載せています。内容は広範
で、会員の活発な活動を語り、行政、県民、企業等の要望や期待も見え、今後
の研究、活動に確たる方向性を示唆するものと思います。次号も会員の連携、
協力により、充実した内容でお届けできますよう活動してまいります。
平成２４年８月
一般社団法人 日本樹木医会 千葉県支部長 富塚武邦
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Ⅰ
１

平成２３年度計画
基本方針

平成２３年３月１１日には、未曾有の大震災に見舞われました。速やかな復興と
人々の笑顔が待ち望まれます。陸前高田市の名勝「高田松原」では残った１本の松
が、いま復興への象徴、生きる希望となっています。これからの復興への長い道の
りの中で、樹木医も知識と経験を生かして、必要な助言や提言ができると考えます。
平成２３年度、日本樹木医会千葉県支部は、行政、県民、企業等からの様々な要
請に応えるとともに、普及啓発活動、情報の発信、地域との交流をはかってまいり
ます。
基本方針として、会員の知識・技術の向上、会員の交流、倫理観の高揚を目標に
研修、集会、情報提供等、いろいろな活動を展開いたします。
また３年目を迎えた地域ブロック制の充実発展のため、会員の積極的な参加のも
とに、得意分野、経験業務等の活用を進めてまいります。
２

具体的方策

(１) 技術の向上に向けての活動：県内全域から会員が参加する新樹木医歓迎会、
定例総会に、講演や各種技術の講習、事例発表会等を開催します。また「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研修会や
普及啓発活動等の企画を進めます。その他、（財）日本緑化センター、本部や
関東甲信地区協議会、近県支部、他団体で実施する技術講座、講習会等をお知
らせいたします。
(２) ブロック制の充実：３年目を迎える本制度は、専門分野のさらなる研さん、
地域の状況の把握、会員の交流、親睦等で成果を見ることが出来ました。今年
度も会員の理解協力のもとに、活発な活動をはかってまいります。
(３) 年報の発行並びに「千葉県支部１５年のあゆみ」（仮称）の作成：昨年度に
引き続き、第２号年報を作成します。また平成６年５月に会員５名で発足した
千葉県支部の今までの歩みを取りまとめます。
(４) 「樹の生命を守る会」との連携：守る会は、講演会、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ともに、
密接な連携のもと、開催情報等を提供いたします。
(５) その他：樹木の保全、樹木観察会等に関わる講師の派遣依頼、緑化相談等に
は会員の協力のもと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２３年（２０１１年）

・４月

９日（土）

第１回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・４月２３日（土）

第２回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・４月２３日（土）

平成２３年度通常総会，プラザ菜の花（千葉市）

・４月２３日（土）

講演「鳥と植物との共進化」，上田恵介 立教大学理学部教
授，プラザ菜の花（千葉市）

・８月２０日（土）

第３回理事会，千葉市蘇我勤労市民プラザ

・１２月３日（土）

第４回理事会，サンホテル（千葉市）

平成２４年（２０１２年）
・１月２８日（土）

講演「菌類と昆虫の関係」，佐藤大樹
総合研究所

森林昆虫研究領域

独立行政法人森林

生物的制御担当チーム長，

プラザ菜の花（千葉市）
・１月２８日（土）

新会員歓迎会，プラザ菜の花（千葉市）

・３月３１日（土）

第５回理事会，バーディホテル（千葉市）

「鳥と植物との共進化」（上田教授）

「菌類と昆虫の関係」（佐藤チーム長）
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＜東ブロック（ブロック長 梅本清作）＞
１ はじめに
梅本がブロック長を拝命してから３年目となったが、今年度も座学中心のブ
ロック活動となった。唯一フィールドに出ての活動は、下記に詳述する千葉県
農業大学校の敷地内桜樹の冬季剪定実習であった。
２ ブロック活動の実績
（１）第１回研修会（６月１１日、土）
この研修会では、今年度の活動方針について具体的に討議した。討議内容と
して、有田樹木医を中心に台湾の樹木研修旅行が決定していたので、その報告
をしてもらう、フィールド研修として千葉県農業大学校敷地内の樹木を材料と
して冬季に実施する、などが主なものであった。
（２）第２回研修（７月２３日、土）
主発表題目は「台湾樹木見聞録」であった。この発表は石橋亨樹木医にお願
いしたところ、多数の興味ある写真を使いながら、亜熱帯に位置する台湾の興
味ある樹木、さらには台湾の社会生活も紹介された。個人的に印象に残ったの
は、山岳地に悠然とそびえ立つ紅檜の巨木の圧倒的な存在感であった。
台湾つながりと言うことで、台湾での梨栽培について梅本が紹介した。台湾
は亜熱帯に位置するために、高地の一部を除いて休眠期の低温量が不足するた
めに我々が食べている「幸水」は花芽分化と発芽に不適で栽培できず、唯一栽
培できるのはまずくて食べられない横山梨である。そこで、花芽の付いた剪定
枝を日本などから輸入し、その花芽を接ぎ木して栽培している。主な栽培品種
は「豊水」、
「新高」、「新雪」などと聞いているが、１月に行って見ることがで
きたのは「新雪」であった。なお、平成６０年代と比べてナシ園はより低地に
まで広がっているとのことであった。
（３）第３回研修（１０月１日、土）
主発表題目は「府馬の大楠元気回復奮闘記」であった。大木一男樹木医から、
樹勢が著しく低下した府馬の大楠を元気回復させるために行ってきた種々な方
法等を、着手当時の古い写真なども使い、紹介してもらった。この回復工事で
は、他の大木の回復工事にも共通する様に思われるが、担当者の熱意、周囲の
理解と金銭的な援助等、ある程度の年数が必須であることがよくわかった。
その他として、
「学問の世界と樹木医」と題して梅本が発表した。この課題は
中央ブロックから講演依頼されたもので、それを東ブロックでも発表した。私
は農業試験場で果樹病害の研究を約３０年間行ってきたが、その経過等と樹木
医の接点等を、試験業績を踏まえながら紹介した。
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（４）第４回研修（１１月２６日、土）
主発表題目は「竹の性質とそれを使った工作技法」であった。渡邉昭夫南ブ
ロック長から、加工用の竹の見分け方、採取時期と方法、竹の加工用素材のた
めの割り方、竹加工の実際について、写真をふんだんに使いながら説明を受け
た。竹の伐採時期は水あげが休止する１２月頃が虫が入らない等で良く、それ
をある程度寝かせておいてから加工に使うとのこと、また、加工に使う前に割
る場合には刃物による怪我には細心の注意が必要だという様なことを具体的に
紹介してもらった。
その他として、大阪支部の上尾正美樹木医が作られた「農薬の開発と実用化
まで」のパワーポイントファイルの使用許可を梅本が受けていたので、それを
紹介した。農薬の開発には約１０年の歳月と４０億円程度の費用がかかる、そ
のために開発された農薬は大切に使用しょうじゃないかといったところが話の
エッセンスであった。
（５）第５回研修（１２月１０日、土）
千葉県農業大学校敷地内の桜の冬季剪定実習を行った。講師は古川健樹木医
と石橋亨樹木医で混み合った枝の処理やてんぐ巣病に罹った枝の切除等を実習
したが、このような作業において怪我をしない様にするためにはどのような点
に注意すべきか、使う用具はどのような物が良いか等の紹介もあった。また、
市街地においてこのような作業をする場合には、作業の重要性を知らない桜大
好き人間が集まってきて、桜の木をだめにするのかといった中傷的意思表示を
されることがあるので、それへの対応も重要であるとのことであった。この研
修には農業大学校の学生も１人であったが参加した。
（６）第６回研修（２月２５日、土）
主発表題目は「私の作庭記」で、林正純会員から発表していただいた。沢山
の写真を使い、庭作りのプロセスやできあがったいろいろな家庭等の庭を紹介
してもらった。庭を造る場合の考え方では、目的や状況に応じて素材の選択、
周辺部への配慮等について説明を受けたが、とても奥の深いことがわかった。
次に、梅本がある出版社から依頼された原稿の中から、樹木に使用できる農
薬表のプリントアウトした物を資料として配布すると共にそのおおざっぱな説
明を行った。現場で活用できそうとの評価であった。
最後に、次期ブロック長の選出を行い、大木一男さんにお願いすることが決
定された。
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会員（１４名）
・石原 浩聡（佐倉市）

・梅本 清作（四街道市）

・松原

・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

・林

・大木 幹夫（匝瑳市）

・大木 一男（芝山町）

正純（佐倉市）

・富塚 武邦（東金市）

・石橋

功（山武市）

健（九十九里町）

亨（山武市）

剪定前の説明、打ち合わせ

樹に登っての剪定作業

剪定の共同作業

剪定後の桜

写真 平成２３年１２月１０日（土）に行った桜の剪定実習
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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23年度の西ブロックは平成22年度から継続した活動を主体に実施し、
更に、平成24年１月に我孫子市において開催された『巨樹・古木フォーラム
in あびこ』への協力を実施した。
２ H23年度の活動状況
① 平成23年４月29日 いちかわ緑フェスティバルへの参加

参加者７名

・市川市動植物園で開催された“いちかわ緑フェスティバル”で樹木の健
康相談コーナーを開設
・庭木の病害虫相談や剪定などの管理方法の相談や、展示していた害虫や
タンポポの観察などを参加者（子供達）などとおこなった。
② 平成23年７月９日 さくら通り土壌改良実験
・白紋羽病、ならたけもどき病対策の土壌改良材と殺菌剤の施用実験を実
施
３月に予定していた実験を震災の影響で延期したもの。
使用資材）土耕菌、デルメイト、モンカットフロアブル
千葉大学大学院生も２名参加。

殺菌剤：モンカットフロアブル

腐朽部除去後 モンカット塗布

トリコデルマ菌配合土壌改良資材：デルメイト

植栽枡内の土壌改良
土壌改良資材：土耕菌
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③ 平成23年８月６日 さくら通り薬剤実験
・白紋羽病、ならたけもどき病対策に蟻酸などの薬品施用実験を実施７月
に参加できなかった会員を中心に実施
④ 平成23年11月23日 西ブロック会議
参加者10名（西ブロック会員）
、２名（千葉大学大院生）
議題）
・巨樹古木フォーラム in あびこへの協力依頼
・今年度の活動報告
・今後の活動計画
⑤ 平成24年１月21日

巨樹・古木フォーラム in あびこ
西ブロック会員 参加者 10名

・樹木診断デモ・園芸相談を午前イベントとして開催
・午後 フォーラム開催
⑥ 平成24年２月23日 千葉大との交流会
・雨天のため中止
３ 平成24年度の予定
・４月29日 みどりの日イベント
松戸市（21世紀の森と広場）のイベントに参加予定。
樹木の健康相談所開設
・２月に中止になった千葉大園芸学部との交流会は５～６月頃に予定
４ おわりに
西ブロックは地域外に勤務する会社員などが多いブロックであることか
ら、アンケート結果などから、土日にフィールドでの活動を主体に活動して
きた。ここ２年の活動では、参加人数が伸び悩んでいるのは事実であり、な
るべく多くの会員が参加できるような企画が必要なのではないかとも考え
られる。
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会員（４１名）
・神尾 健二（市川市）

・鈴木 良治（松戸市）

・松橋 秀記（柏 市）

・坂元 博明（市川市）

・瀬〆 俊郎（松戸市）

・山田 雄介（柏 市）

・高橋 芳明（市川市）

・高橋 悦子（松戸市）

・大西

・高沢 克彦（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 貴司（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）

・岸

・前島 重男（市川市）

・砂山 芳輝（野田市）

・阪本

・飯岡 紀幸（松戸市）

・田中

・高野 光利（我孫子市）

・今井 一隆（松戸市）

・奥宮 健太（柏 市）

・柏﨑 智和（印西市）

・鏑木 大作（松戸市）

・高橋 由紀子（柏 市）

・永野

・五月女 治（松戸市）

・直江

・渡辺 照雄（印西市）

・佐々木 潔州（松戸市）

・松井 映樹（柏 市）

彰（野田市）

宏（柏 市）
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浩（流山市）

真理（我孫子市）
功（我孫子市）

修（印西市）

＜中央ブロック（ブロック長 石谷栄次）＞
１ はじめに
中央ブロック長としての任期２期、３年を無事終了することができた。中央
ブロックでは、会員が蓄積してきた貴重な経験を語ってほしいと考えてテーマ
を決め、月例の研修会を企画しました。いつも講師を依頼されている会員だけ
でなく、これから活躍しようとする会員にも話題提供をお願いした。
２ 具体的活動
過去２年間と同様、研修会の開催とニュースレターの発行を行った。
(1) 研修会の開催
昨年度のテーマ「樹木医として経験を語る」と「テーマを決めた総合的意
見交換」に「ビジネスチャンスの作り方」を加え、研修会を設定した。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り、
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、
研修会のお知らせは毎回ブロック会員全員に送付することができた。
(2) ニュースレターの発行
研修会との両輪として研修会後にニュースレター「中央ブロックホットニ
ュース」（p11～12参照）の発行を計画し、９回発行することができた。
ニュースレターは会員の貴重な蓄積の要約と考え、話題提供者にも謹呈した。

表１ 研修会の開催
開催月日
６月１８日（土）
７月１６日（土）

話
題
ビジネスチャンスの作り方
樹木医として自営するコツ

場所
話題提供者
室内 石谷栄次(森林部門技術士)
室内 有田和實(NPO法人 樹の生命を守る会
理事長）
柏﨑智和（西ﾌﾞﾛｯｸ長）

８月２０日（土）

企業内樹木医のメリット・デメリット

室内 直木 哲(樹木医)
伊東伴尾(副支部長)

８月２１日（日）

樹木簡易診断研修（NPO法人樹の生命を守る会の研修に参加）

９月１７日（土）

隠された能力と樹木医

梅本清作（東ﾌﾞﾛｯｸ長）

屋内 渡邉昭夫（南ﾌﾞﾛｯｸ長）
神尾健二(NPO法人 樹の生命を守る会
事務局長)

１０月２２日（土）
１１月１９日（土）
１月１４日（土）
２月１８日（土）
３月 ３日（土）

自分で選んだ樹木を語る
大津波と海岸松林
私の景観の作り方
ビジネスチャンスの作り方
次期理事候補の選出

屋外
室内
室内
室内

於：旧環境緑化センター
竹内 進（森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-）

林 正純（樹木医）
松原 功(NPO法人 樹の生命を守る会
副理事長）

海岸松林の学習と植樹（ちば里山センターと共催） 屋外 富谷健三（森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）
竹内 進（森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-）
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３ 反省と希望
月例で研修会を開催し、会員の持っている蓄積を提供してもらった。参加者
が少なかったことは少し残念だったが、話題提供し参加する機会を多く作った
ことは前進と考えた。次期は、新しいグループ長の創意工夫で、活動が進展し
ていくことを期待したい。
会員（３５名）
・石谷 栄次（千葉市）

・服部 立史（千葉市）

・山﨑 雅則（習志野市）

・伊東 伴尾（千葉市）

・森野 敏彰（千葉市）

・神谷

・臼井 敦史（千葉市）

・角能 浩章（船橋市）

・小宮山 載彦（八千代市）

・小田 良彦（千葉市）

・川井 洋基（船橋市）

・鳥屋 英昭（八千代市）

・小野寺 康夫（千葉市）

・鈴木 弘行（船橋市）

・藤田

・掛札 俊一（千葉市）

・中尾 大吾（船橋市）

・有田 和實（浦安市）

・君塚 幸申（千葉市）

・中里 典子（船橋市）

・大島

・草野

洋（千葉市）

・中村 辰巳（船橋市）

・清水 政巳（浦安市）

・木暮 亘男（千葉市）

・細川 卓巳（船橋市）

・野木 茂樹（浦安市）

・坂入 由香（千葉市）

・目黒 仁一（船橋市）

・武田 英司（千葉市）

・横田

・塚原 道夫（千葉市）

・清水 晴一（習志野市）

・萩野 由佳子（千葉市）

・中村 元英（習志野市）

隆（八千代市）

司（八千代市）

渡（浦安市）

純（船橋市）

柏﨑樹木医

伊東樹木医

写真 研修風景（平成 23 年 8 月 20 日）
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日本樹木医会千葉県支部
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千葉県支部中央ブロック
千葉市緑区高津戸町2-28
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中央ブロックホットニュース

今年度のキーワードは“ビジネスチャンス”
平成２３年度の研修会が始まりました。今年度は
ブロック開設３年目であり、私の任期の最後の１年
となりましたので、皆さんが知りたがっているし、私
も知りたいビジネスチャンスをテーマとして研修会を
開催させていただきました。
樹木医資格を取得された会員の皆様は、現在あ
るいは近い将来において樹木医にからんだ仕事を
したいと希望しており、できれば収入の向上につな
げたいと望んでいることと思います。

ビジネスチャンスにからんだ情報は守秘義務があ
るかのようにあまり語られませんし、内定を自慢話
として言いふらしたために崩れてしまったという話も
聞きます。
支部会員の中で樹木医として活躍されている方々
にその極意の一部を語っていただこうとしていま
す。打ち解けるとさらにいろいろな話を聞くことが出
来るかもしれません。

富塚支部長あいさつ
今年度の第１回の研修会おめでとうございます。千葉県支部の会員が６０名を越えた頃からお互いの顔
が見えなくなってきました。どのような仕事をしてどのような特技を持っているのかも認識できなくなってき
ました。さらに樹木医としての熟度にも差が出てきてしまいました。
平成２１年に、今後に向けた方策のひとつとしてブロック制を導入いたしました。中央ブロックは、私たち
が考えた理想の形を追求しているように感じています。会員の発表の機会を作る中で、特技を知り合い、
親睦を深めてきたように思います。林学の本多静六博士は、研究者は清貧の中で精進するのではなく、
安定した生活の中で極めていくべきであると述べています。樹木医の仕事についても、ビジネスチャンス
に積極的になることは、今後にとって大切なことと考えます。
今後に期待したいと思います。

石谷ブロック長あいさつ
本日はよくおいでくださいました。研修会の企画も３年目となり、おもしろいテーマをさがしたつもりでした
が、やはり参加者が少ないという結果になりました。この企画を生かすためには、今年もまたブロック
ニュースを作らなければならないと感じました。診断・治療はNPO法人に任せ、中央ブロックのねらいは支
部会員の持つ潜在的な蓄積を話題提供してもらい、相互研さんを図ることで、いつか確度の高い技術を
磨き合うことができればと願っています。一人一人が個性の異なる存在であることと楽しみにしておりま
す。

話題提供：ビジネスチャンスの作り方
石谷樹木技術士事務所 所長 石谷栄次
１ 起業した理由（わけ）
人生の３度目の大きな節目である定年を迎えまし
た。稼ぎべたの公務員がなぜと思われるかもしれま
せんが、それだからこそ人生に一度は個人事業主
として商売をしてみたい。再任用して６４歳まで勤め
る方が安全ですが、後は老後だけしか残っていま
せん。思い切って６０歳からの冒険に船出しました。
定年前後の２年間は激動の時期でした。とても良
い経験をしましたので、お話したいと思います。
２ 樹木医の活躍場所とメリット
樹木医資格を持っている人の活躍場所は三つに
大別されます。
①企業内樹木医：資格を取得することにより地位
が上昇したり、職種の選択が有利に働いたりしま
す。しかし、国や地方自治体は異動に際しほとんど

資格を考慮しません。
②造園業樹木医：最も恩恵に浴します。受注に有
利であるばかりでなく、診断業務が収入につながり
ます。
③独立樹木医：生きがい活動としては評価が高い
ですが、知名度と比較して収入が伴ないません。生
計を立てるためには、収益活動が必要です。
３ 樹木医のデメリット
樹木医資格のデメリットとはどのようなものがある
でしょうか。
①年会費が高い：年間２万円の会費は高いでしょ
うか。利用していない人にとっては高く感じると思い
ます。
②収入に結びつきにくい：これを克服するために
は宣伝活動が必要です。
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③個人活動が多い：資格取得者の宿命かもしれ
ません。
④技術研修の機会が少ない：意識的に技術情報
を収集することが大切です。
⑤データを収集する機会が少ない：意識して記録
することも必要ですし、オリジナルな記録が収益活
動につながりますので、いつも考えて記録すること
が大切です。
デメリットを克服することからビジネスチャンスが
生まれてくるようです。
４ ビジネスチャンスの作り方
①自分の希望する世界に身を置く：やりたいこと
は、一人一人異なります。やりたいことがあれば、
既に身を置いているかも知れません。
②人間関係を大切にする：そのやり方は、一人一
人で異なります。樹木医でビジネスチャンスを作り
たいなら、千葉県支部や樹の生命を守る会の研修
会に顔を出すべきです。
５ ビジネスチャンスの作り方－私の場合－
私の場合を事例としてお話ししました。チャンネル
を多くすると人間関係も増えてきます。
退職の前後から生計を立てる仕事、社会貢献、趣
味という大きく三つの切り口でチャンネルを作り、そ
れらが絡みながら生活が組み立てられてきました。
これは記録に残すほどの事柄でないので、お話だ
けにさせていただきます。
６ からみあう世界
私の場合の事例として写真撮影を取り上げます。
私は写真が好きで、林業試験場に勤務していた時
にはきれいな記録写真を残す努力をしました。写真
１は、森林病害虫関係の
雑誌の表紙に使用してもら
いました。
環境緑化センターに異動
すると女性に対してのみど
りの講習を行うようになり、
花の写真を撮影するように
写真１ ｼｲﾀｹ害虫
なりました（写真２）。

花の写真は研究紹介
などで雰囲気を和らげ
る飾りになりました（写
真３）。四つ切に伸ばし
てもきれいに見える写
真は表紙の写真に使
用できます。
現在は、パンフレット
写真２ ツバキ
の表紙を自分の写真
で飾りたいと思っています（写真 ４）。

写真３ 研究紹介
７ 仕事を増やすためには
①営業努力を行う：たえず気 写真４ ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
を配り、廻ってくる話も大切に
する。
②技術を向上させる：オリジナル
なデータを増やすとともに、発表の機会を増やす。
③仕事と時間のバランス：仕事は徐々に増えてく
る。仕事が増えると時間がなくなる。仕事は断ると来
なくなる。
８ まとめ
①ビジネスチャンスは、自分で築いた仕事や趣味
の延長線上にあります。たくさんの選択肢があるは
ずです。
②ビジネスチャンスは偶然のようにやってきます。
でも、作る努力は必ず必要です。
③人生は一度しかありません。楽しむことが一番
大切だと思います。

配布資料
(1) 石谷栄次：夢に見た樹木技術士事務所の開設，フォレストコンサルNo.121，38-39，2010
(2) 金田正弘：専業樹木医を目指して，日本樹木医会北海道支部会報No.20，16-17，2011

次回開催予定
開催月日：平成２３年７月１６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：「樹木医として自営するコツ」
NPO法人樹の生命を守る会

有田和實 理事長

千葉県支部で数少ない樹木医として自営している有田理事長に、ビジネスチャン
スの捕まえ方のこつを教えていただきます。

＊研修会後に懇親会（会費４，０００円）を予定しておりますので、参加の有無をあわせ
て連絡ください。
＊参加者は、７月1１日(月)までに、メールあるいはファックスで石谷まで連絡ください。
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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、鴨川市在住の土肥奈都子樹木医が新たに加わり現在１４名で構成さ
れている。平成２３年度は昨年度に引き続き、現地研修、室内研修を主体に４回ほど
開催した。
２．研修内容
（１）第１回研修

平成２３年７月２６日（火）

第１回の研修会は県の天然記念物に指定されている袖ケ浦市の坂戸神社で開催され
た。今回の研修会は、長年坂戸神社の社叢林調査に携わっている藤平量郎樹木医の講
話と新しく開発された樹木診断機ドクターウッズの実演会を開催するもので、NPO法
人樹の生命を守る会が主催するものである。NPO法人の特段のご配慮により、当ブロ
ックの研修として位置づけさせていただいた次第である。当日は、東京大学の教育実
習として福田教授をはじめ学生、森林総研、県教育庁、市教育委員会など多くの関係
者が出席した。最初に藤平樹木医から坂戸神社の社叢林の文化的価値や重要性につい
て細部にわたり説明があり、あらためて当社叢林の特筆的植生が理解された次第であ
る。
続いて、ドクターウッズを開発した（株）JFEより当機種の特長について説明され
た。この機種は、音響波により樹木内部を診断し、画像化するもので、最初に１６個
のセンサーを樹木の周辺に輪状に設置し、発振させて画像化するシステムである。画
像は極めて鮮明であり、樹木内部の空洞などの状況が完璧に判明できるほどである。
樹木は直径２０センチから２メートルまで調査可能であること、センサーの取り付け
が簡単で形成層に対する傷が小さいこと、診断までの時間が短いなどの特長から今後
急速に普及していくものと思われる。
（２）第２回研修

平成２３年１０月２３日（日）

２回目の研修会は、千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市長浦）で開催した。
今回の研修は、昭和４０年代に多く造成された工場等緑地帯の管理のあり方、企業
CSRの取り組みについて実施した。
最初に小池英憲樹木医より「緑地帯のみどり管理と積極的な利用について」を講義
いただいた。この中で、小池樹木医は植えてから管理を考えている事例が非常に多い。
そうでなく、植栽計画の段階でどのような管理を行うか考えて計画の中におりこみ、
さらに、生物として生命活動を行う自然性、生長、繁殖を続けていく永続性、形態が
多様に変化していくことによる周辺施設との調和性等を考慮した樹種を選定して計画
的に管理していくことが重要であると強調された。さらに、緩衝緑地帯の緑化手法、
環境保全林の密度管理の考え方などについても具体的事例を踏まえて幅広く講義いた
だいた。
次に諏訪原幸広樹木医より「工場緑地帯の企業CSRの取り込みについて」を講義い
ただいた。CSRとは「企業の社会的責任」と一般的には理解されている。企業が様々
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な生産や経済活動を展開する中で生じる問題点に対してとるべき社会的責任の中に工
場緑化も含まれる。もともと工場緑化は工場立地法による公害防止の観点から整備さ
れてきた。しかしながら、産業構造や公害防止装置の発達で緑地の存在意義が問われ
るようになり、何も収益を上げないのに管理費だけが嵩む緑地に対し行政自体が工場
緑化基準を緩和する動きもあった。しかしながら、環境問題が重視される中で工場緑
化は最も有力な資産であること。二酸化炭素を固定する。工場緑化は環境教育の一つ
である。との観点からCSRを見直す動きが再び高まり、それを評価する新たな仕組み
として、「（公財）都市緑化基金」が認証するシージェス（SEGES）が制定された。
これら一連の動きや制度改正のねらい、さらには、申請内容や具体的提案事例などに
ついて詳細に講義いただいた。締めくくりに工場緑化のニーズに対する樹木医の果た
すべき役割について示されたところである。
次に、小池英憲樹木医より緑化センターで植栽された多くの樹種を見本に「樹木医
としてみどりの重要性を伝えるための話術・手法について」を解説いただいた。樹木
の形状や色、香り、樹形など様々な特徴をとらえながら説明する手法や医薬的効果、
果実の味、加工法、歴史的背景について逐一講義いただいた。
（３）第３回研修

平成２３年１１月１３日（日）

３回目の研修会は、前回と同じくNPO法人樹の生命を守る会の主催で、鴨川市清澄
の国指定天然記念物清澄寺大杉の樹勢診断を実施した。当初、この研修は７月２７日
に開催する予定であったが夏休み中で学童等の来客が多いことや安全性を考慮して時
期を延ばしたとのことである。今回も南ブロックの研修会として位置づけさせていた
だいた。NPO法人のスタッフは東京大学千葉演習林宿舎に前泊して足場の設置、クレ
ーン車の配備、さらには、樹木診断器具の設置など事前準備に取り掛かっている最中
に雨に見舞われ、研修開催までに大変苦労されたとのことであった。
今回の調査は、外観診断と精密診断に大別され、外観診断では定められた樹木カル
テ様式にまとめることになり、有田和實樹木医、諏訪原幸広樹木医の指導を受けなが
ら南ブロックが担当した。樹高、根元周囲、東西、南北の樹冠距離、幹、根元の腐朽
状況、空洞、キノコの有無、木槌打診等カルテに定められた調査項目をそれぞれ調査
したところである。調査をする中で、大杉の威厳と巨大さに一同圧倒されたところで
ある。ちなみに樹高は45メートル、根元周囲は20.03メートルであった。さらに精
密診断においては、レジストグラフ、ドクターウッズ、ピカスの３機種により診断さ
れた。それぞれの結果についてはNPO法人より後日報告があると思われるが、根元周
辺では相当の部分が空洞化していることが判明したようである。風雪を耐え忍び幾多
の地震や風雨を乗り越えながらどっしりとした威容は千葉県が誇る宝物である。以前
にもまして生長し続けているように見受けられた。帰りに、さわやかに馥郁した香り
を感じながら清澄を後にした次第である。
なお、研修の合間に東京大学の山田利博教授より東京大学千葉演習林の展示館をご
案内いただいた。その中で、昭和27年の台風により、大杉の南大枝の折損を生じさせ
たといわれる杉の根株が保存されている。大杉に匹敵する巨木である。現存していた
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ならば大杉と対をなす巨木として崇められたのではないだろうか。
（４）第４回研修

平成２４年２月１２日（日）

第４回目の研修は、大多喜町西部田集落ふれあい館において開催した。最初に、地
元大国主神社の江川氏子総代より社叢林の管理状況について現地案内をいただいた。
総代によれば、この神社にはケヤキとシラカシの２本が御神木となっているが、最近
ケヤキの衰退が目立ちはじめ、一部の枝は枯損している状況であった。神社は人の出
入りが多く、枯れ枝の落下などこのままでは危険なため、樹木医に診断をお願いした
ところ、一部の枝を残して切断することが必要との結果となった。この診断結果を受
けて早速伐採作業に取り掛かったとのことである。伐採は専門家に、後片付けは区民
全員の共同作業で実施したという。神社周辺は民家も多くあり、日照の関係から枝切
りなど定期的に伐採は行っているが、その経費はすべて氏子が負担しているとのこと
である。
神社は古木が多く、危険な木も多い。しかも祭典、縁日など訪れる人も多く、日常
の管理を怠ることはできない。社叢林を守ることは大変なことであると実感した次第
である。
次に大高一郎樹木医より、植木の様々な管理の現状について講義いただいた。長年
植木産業に取り組んでいる中で、特徴的個別技術の紹介や取引における注意点、さら
には屋上緑化の現状や問題点、最近における植木産業の流れなどプロとしての本音を
聞かせていただいた。講義が白熱する中で、出席者からの質問が多くなり研修は次第
に座談会形式になって、プロ同士の実に内容の深い意見交換がなされた。その中で、
樹木診断器具を使用する場合の注意点として、病害を検査した器具は必ず消毒して伝
染させない配慮が必要との指摘が提起された。
次に、渡邉昭夫樹木医より竹林の施業改善と対策についての講義が行われた。竹の
利用部分、竹材需要衰退の要因、竹の特性の中で生育型、地下茎の生長、母竹の仕立
て方及び立竹本数、伐採方法、また最も関心の高い竹林の拡大防止対策、さらに、参
考事例として竹の開花枯死の原因、タケノコ栽培法等が説明された。
最後に南ブロックの次期役員について打ち合わせをし、平成２３年度の研修を終了
したところである。
会員（１４名）
・齊藤

陽子（館山市）

・土肥 奈都子（鴨川市）

・関

・小倉

善夫（木更津市）

・大高 一郎（君津市）

・海老根

・川西

正（市原市）

・小池 英憲（君津市）

・大矢

文夫（白子町）

・鈴木

輝征（市原市）

・諏訪原 幸広（君津市）

・渡邉

昭夫（大多喜町）

・久本

洋子（鴨川市）

・藤平 量郎（君津市）
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隆夫（いすみ市）
熙（長生村）

写真１ 第１回研修会（袖ケ浦市、坂戸神社）

写真２ 第２回研修会（袖ケ浦市、旧緑化センター）

写真３ 第３回研修会（鴨川市、清澄寺大杉）

写真４ 第４回研修会（夷隅郡大多喜町西部田）
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Ⅲ

会員の動向

(1) 新入会者
今井一隆（松戸市）、岸

真理（我孫子市）、草野

洋（千葉市）、

高沢克彦（市川市）、高橋由紀子（柏市）、鳥屋英昭（八千代市）、
藤

香（松戸市）、森野敏彰（千葉市）

＊新入会者紹介は、「報告

新樹木医誕生」（樹の生命 10 号，44 ～ 46）に掲載

されている。
(2) 転入会者
土肥奈都子（福岡県から）、萩野由佳子（香川県から）
(3) 転出者
鈴木忠幸（東京都へ）、藤

香（福岡県へ）

(4) 退会者
(5) 物故者
河野年博

Ⅴ

会員の発表等（五十音順）
＜口頭発表＞

1）有田和實(2011.7)「樹木医として自営するコツ」，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
2）有田和實・諏訪原幸広(2011.11)清澄寺大杉の樹勢診断（現地指導），千葉県支
部南ブロック研修会，清澄寺（鴨川市）
3）石谷栄次(2011.5)スダジイ樹木診断，千葉市 A 神社
4）石谷栄次(2011.6)「ビジネスチャンスの作り方」，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
5）石谷栄次(2011.9)埋立地の緑化について（習志野台自然観察会），千葉県緑化
推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
6）石谷栄次(2012.3)「森の健康度診断入門・実習」，みどりのサポーター研修，
千葉県緑化推進委員会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
7）石谷栄次・渡邉昭夫(2011.4)マツ樹診断，いすみ市内
8）石橋

亨(2011.7)「台湾樹木見聞録」，千葉県支部東ブロック研修会，四街道

市文化センター
9）伊東伴尾(2011.8)「企業内樹木医のメリット・デメリット」，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）梅本清作(2011.9)「学問の世界と樹木医」，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
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11）梅本清作(2011.10)「学問の世界と樹木医」，千葉県支部東ブロック研修会，
四街道市文化センター
12）梅本清作(2011.11)「農薬の開発と実用化まで」，千葉県支部東ブロック研修
会，四街道市文化センター
13）大木一男(2011.10)「府馬の大楠元気回復奮闘記」，千葉県支部東ブロック研
修会，四街道市文化センター
14）大島

渡(2011.10)街路樹の被害状況，日本緑化工学会

都市緑化技術研究部

会シンポジウム－地震災害と緑：浦安の地盤液状化被害から何を学び明日に生
かすのか－，日本緑化工学会都市技術研究部会，住宅金融支援機構「すまい・
るホール」（東京都文京区）
15）大高一郎(2012.2)「樹木管理の現状」，千葉県支部南ブロック研修会，大多喜
町西部田集落ふれあい館（夷隅郡大多喜町）
16）柏﨑智和(2011.8)「企業内樹木医のメリット・デメリット」，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
17）神尾健二(2011.9)「世界貿易と樹木医」，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）小池英憲(2011.10)「緑地帯のみどり管理と積極的な利用について」，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）
19）小池英憲(2011.10)「樹木医としてみどりの重要性を伝えるための話術・手法
について（実習指導）
」，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）
20）鈴木弘行(2011.5)「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
21）鈴木弘行(2011.10)「江戸川区の街路樹と野鳥」，公益財団法人えどがわ環境
財団造園職研修，公益財団法人えどがわ環境財団
22）諏訪原幸広(2011.10)「工場緑地帯の企業 CSR の取り組みについて」，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）
23）藤平量郎(2011.7)坂戸神社社叢の植物（現地指導），千葉県支部南ブロック研
修会，坂戸神社（袖ケ浦市）
24）富塚武邦(2011.5)樹木医と歩く春の公園，一般財団法人

千葉県まちづくり

公社，県立青葉の森公園（千葉市）
25）富塚武邦(2011.6)青葉の森公園における樹木解説，千葉県生涯大学校（京葉
学園），県立青葉の森公園（千葉市）
26）富塚武邦(2011.11)樹木医と歩く秋の公園，一般財団法人

千葉県まちづくり

公社，県立青葉の森公園（千葉市）
27）富塚武邦(2011.12)樹木めぐりウオーキング，天台スポーツクラブ設立準備委
員会，千葉県総合スポーツセンター（千葉市）
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28）直木

哲(2011.8)「企業内樹木医のメリット・デメリット」，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）林

正純(2012.1)「私の景観の作り方」，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
30）林

正純(2012.2)「私の作庭記」，千葉県支部東ブロック研修会，四街道市文

化センター
31）古川

健・石橋

亨(2011.12)「桜の冬季剪定（実習指導）」，千葉県支部東ブ

ロック研修会，千葉県農業大学校（東金市）
32）松原

功(2011.9)平成 23 年度樹勢診断と回復技術講座，千葉県農業大学校（東

金市）
33）真嶋好博(2011.4)ユーカリ樹木診断（松戸市内）
34）真嶋好博(2011.5)サクラ樹勢回復処置（松戸市内）
35）真嶋好博(2011.6)サクラ樹勢回復処置（柏市 K 小学校）
36）真嶋好博(2011.6)エンジュ樹木診断（東京都江戸川区）
37）真嶋好博(2011.6)林内樹木診断（柏市内）
38）真嶋好博(2011.9)台風による倒木樹木診断（松戸市内街路樹）
39）真嶋好博(2011.9)クスノキ樹木診断（松戸市 T 小学校）
40）真嶋好博(2011.10)街路樹診断（松戸市内街路樹）
41）真嶋好博・小宮山載彦(2011.9)サクラ樹木診断（八千代市新川千本桜）
42）松原

功(2012.2)「ビジネスチャンスの作り方」，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
43）渡邉昭夫(2011.9)「竹加工と樹木医」，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
44）渡邉昭夫(2011.11)「竹の性質とそれを使った工作技法」，千葉県支部東ブロ
ック研修会，四街道市文化センター
45）渡邉昭夫(2012.2)「竹林の施業改善と対策」，千葉県支部南ブロック研修会，
大多喜町西部田集落ふれあい館（夷隅郡大多喜町）

＜印刷した報告等＞
1）有田和實(2012.3)さくら樹勢回復事例２－城山公園（香取市）－，市町村が薦
めるさくらの名所，77
2）石谷栄次(2011.12)「樹木医と病虫害情報の収集・発信」，林業と薬剤 198，19
～ 22
3）石谷栄次(2012.3)「みんなで知ろう

海岸松林の防災機能と維持管理（パンフ

レット），3pp，九十九里海岸の松林を守る会・ちば里山センター
4）伊東伴尾(2011.6)トルコ共和国での日本庭園造成Ⅰ，樹の生命９，26 ～ 29
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5）伊東伴尾(2012.3)さくら樹勢回復事例３－福星寺シダレザクラ（四街道市）－，
市町村が薦めるさくらの名所，78
6）大木一男・高野光利・石橋

亨・松原

功(2011.8)府馬の大クス（タブノキ）

を加害するホシベニカミキリ薬剤防除実用化のための調査報告書
7）川西

正(2012.3)さくら樹勢回復事例４－市西小学校百年桜（市原市）－，市

町村が薦めるさくらの名所，79
8）小池英憲・松原

功(2011.9)大多喜町大国主神社境内樹木健康診断報告書

9）小池英憲ほか(2011.6)特集２

巨樹・古木フォーラム in きみつ，樹の生命９，

9 ～ 16
10）田口峯男(2011.6)樹木の増殖 接木Ⅴ，樹の生命９，33
11）千葉県さくらの会(2012.3)市町村が薦めるさくらの名所－樹木医からのアド
バイスとさくら樹勢回復事例－，80pp
※ NPO 法人樹の生命を守る会によるさくらの健康診断と樹勢回復事例の報告
あり。
12）千葉県支部中央ブロック(2011.6)中央ブロックホットニュース，2pp
＊本書 p11 ～ 12 参照
13）千葉県支部中央ブロック(2011.7)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(2011.8)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(2011.9)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(2011.10)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(2011.11)中央ブロックホットニュース，2pp
18）千葉県支部中央ブロック(2012.1)中央ブロックホットニュース，2pp
19）千葉県支部中央ブロック(2012.2)中央ブロックホットニュース，2pp
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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２４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２４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。
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（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。

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２４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：４１名
市川市（９）、松戸市（１２）、野田市（３）、柏市（６）、流山市（４）、
我孫子市（４）、印西市（３）
・中央ブロック：３５名
千葉市（１５）、船橋市（９）、習志野市（３）、八千代市（４）、浦安市（４）
・南ブロック：１４名
館山市（１）、木更津市（１）、市原市（２）、鴨川市（２）、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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