目

次

＊あいさつ文
祝

富山県支部創立20周年… ……………………（一社）日本樹木医会会長

椎

名

豊

勝

２

富山県支部長

松

島

茂

宜

３

雑感… ………………………………………………………………………………

浦

野

哲

４

この20年間の思い… ………………………………………………………………

釣

谷

義

５

回想

富山県におけるマツ材線虫病発生状況調査… …………………………

山

本

栄

７

70歳のときに思うこと… …………………………………………………………

大

代

清

８

森林と災害対策… …………………………………………………………………

松

田

靖

10

樹幹注入剤に思うこと… …………………………………………………………

帳

山

朋

美

11

樹木医への憧れ… …………………………………………………………………

名

畑

清

信

12

西

村

正

史

13

・総会・会員数・役員名の変遷… ……………………………………………………………………

17

・総会等で行った主な研修… …………………………………………………………………………

18

・支部結成までの経緯… ………………………………………………………………………………

19

・主な樹木調査などの活動記録… ……………………………………………………………………

20

・主な講師派遣について… ……………………………………………………………………………

22

20年の節目にあたって… ………………………………………

＊寄稿
孝

＊富山さくらの名所におけるソメイヨシノの健康度調査
………………………………

＊資料

・その他
北陸地区協議会の20周年記念誌に支部が係わった６例の掲載… ………………………………

23

＊会員名簿
……………………………………………………

28

……………………………………………………

29

……………………………………………………

32

＊支部規約
＊あとがき
＊広告
………………………………………………

33～54

（注）サイズ別あいうえお順

一般社団法人日本樹木医会

富山県支部

Japan tree doctors association

祝

富山県支部創立20周年

一般社団法人日本樹木医会
会長

椎 名 豊 勝

まずもって、一般社団法人日本樹木医会富山県支部創立 20 周年まことにおめでとうございます。
私事ですが昨秋、はからずも富山県を訪れる機会に恵まれました。北陸本線の車窓から初めてみる
富山の景色は、3000 ｍ級の雄大な立山連峰に抱かれ、そこからもたらされたであろう豊かで清らか
な幾筋もの水系に恵まれ、この自然が生み出した壮大ですばらしい木々は、ちょうど美しく色づきは
じめ遠来の客を迎えてくれました。
全国的な富山県の印象は、越中富山の薬売りでしょう。そこには富山の県民性である進取の気性に
富み、勤勉で、工夫があることを証明しています。古くから「こきりこ」の越中五箇山では、火薬で
ある塩硝、養蚕、独特の和紙つくり等、山深いこの地でさえ農業の他に多くの産品を産み出す工夫が
ありました。
そして現在、富山化学工業の富山事業所が富山大学と共同で開発した「アビガン」が世界的に注目
されていることは周知の事実です。いくつかの国で臨床実験の準備が検討されているようです。
今日、樹木医学は日進月歩の進歩を見せています。病原体や中間宿主の発見、病虫害の新たな知見
や属性、さらには病虫害伝播の状況など枚挙のいとまがありません。一方それら病虫害をどのように
治療し、治癒させていくのかという技術が追いつかないのが現状であるといっても過言ではありませ
ん。
樹木医技術は、多いに地方性を有する傾向があります。同樹種でも地方地方によって異なる病虫害
が発生したり、同じ病虫害でも被害の程度が違っていて、他所で軽度でも当所では致命的な症状に至
るなど、全国的な病虫害情報データはもちろんのこと、その地方・地域の具体的傾向を把握し、個別
な対応を準備する必要があります。このような中、富山県支部の活動は、ますます重要性を帯びたも
のとならざるを得ない状況となりつつあります。
たぐい稀なる豊かな県民性を一層発揮させた支部活動の展開により、貴重木、巨樹・巨木林の保護
保全はもちろんのこと、生物多様性が織成す自然豊かな富山県のためにご奮闘されんことお祈り申し
上げます。
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あいさつ

20年の節目にあたって
一般社団法人日本樹木医会 富山県支部
支部長

松 島 茂 宜

本支部は今年度、めでたく結成から 20 年を迎えることになりました。
結成にあたっては、北陸地区協議会と県支部の発足が同時期であったことから先輩の樹木医の方々
には大変なご苦労があったことを伺っています。
当時、「樹木医」の認知度はとても低かったことから別紙にあるようにこれまで数十回にも及ぶ調
査活動を実施するなどして、たびたびマスコミに取り上げていただくなどして知名度の向上を図って
きました。
同時に毎年の支部の総会時には講演・研修会を実施するなどして、我々自身のスキルアップにも努
力をしてまいりました。
なかでも十年間にわたって毎年冬に開催されていた県主催の「花と緑の冬のフェスティバル」で花
と緑に関する「樹木医の診察室」というコーナーを設け相談員として活動したのはとてもよかったと
思っています。
私自身、相談員として相談に乗るにはそれ相当の知識が必要なことから、参考書を片手に来訪者の
質問に答えていたことを思い出しています。
もう一つは、３年間にわたり実施された「さくら守養成講座」では何人かの樹木医が講師として講
義や実技に汗を流しました。そのようなことが我々自身の専門集団としての基礎ができたように感じ
ています。いまでは県内各地で多くの「さくら守」が名所の保全活動に活躍されていることをとても
嬉しく思っています。
さて近年、私たちが係わっている樹木に色々の事が発生しています。
それは市街地での街路樹や公園樹木などの枯損枝の落下による事故被害です。これは大半人為的に
解決できることで、早期の発見（調査活動）早期の処理（伐採等）を行うことです。原因の多くは土
壌環境によるものが殆どで工事による断根や土壌の固結、盛土や張り芝などが考えられます。
また、「カシノナガキクイムシ」による樹木の枯損や、山沿いや中山間地でのマツノザイセンチュ
ウによる松枯れが再び猛威をふるっていて、海岸の松林を含めて枯損の被害が顕著になっていること
が気がかりです。
節目にあたって、今後とも我々樹木医が緑の保全に果たす役割は大きいと思われることから、我々
自身が日頃から最新の技術の習得・研鑽に努め、社会の熱い期待に応え、社会に信頼を与え続けられ
るよう努力していかなければなりません。
今後とも関係各位の御指導、御鞭撻を心よりお願いをいたします。
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雑

感
浦 野

哲（登録 NO. 10）

平成４年に設立された日本樹木医会に合わせ、北陸地区協議会 富山県支部として設立されました。
日本樹木医会

富山県支部として、20数年の歳月が過ぎ会員数も、当初２名が30数名となり、樹木

医会としての活動や取組みが名実共に社会的に認知される組織となりました。これも会員相互の協力
と活動に依るものと思います。
設立当時は、北陸地区協議会の４県の会員が頻繁に研修会を開き、新しい知識を持寄り、情報を共
有する為、遠方に関わらず集まったものです。兼六園の樹木治療の現況や健全度、過去の治療木の事
例を題材に研修会を開いた事も有ります。
車で来る人、朝一番の電車で来る人等各自忙しい中でも、不思議と出席率も高く、和気あいあいと
した空気の中にも知識を吸収しようとする気概がひしひしと感じる、研修会でした。
私自身も振返れば、造園の道に入って47年、樹木の保護に関わる事になってから三十年余りの歳月
が過ぎ、｢光陰矢の如し｣と時間の早さに、ただただ驚くばかりです。
樹木医制度を知ったのは、平成２年８月の新聞に林野庁が｢緑の文化財｣制度を創設し、その中で樹
木のお医者さんの登録制度を創るとの記事と、一年後の平成３年８月に樹木医公募の掲載記事を目に
した事でした。今でもスクラップ帳に貼り付けて有ります。その記事が“緑のドクター”と書いてあ
り、興味をそそる見出しがその発端ですから・・・・・。面白いものです。
専門的な学者や国、地方公務員の職員が主での募集でしたが、運良く樹木医の研修を受け合格いた
しました。第１期の樹木医として桐林氏と共に認定されましたが、私は能力不足であったのに大変幸
運でした。
樹木医認定以前に治療をした樹は、天然記念物県指定の駒つなぎ桜と、国指定の上日寺の大イチョ
ウです。樹木医に興味を覚えたきっかけであり、運良く樹木医になれたのも、この２本の樹を治療し
た事が要因だと思います。
現在も樹は元気でおりますが、少し当時の事について記述いたします。
最初の樹が、駒つなぎ桜というエドヒガンザクラで地域のシンボルであり、昔は神社の境内に生育
していました。現在、神社は別の神社に合祀されて無く、小高い丘に生育しております。奈良時代に
越中国府として赴任した大伴家持が、能登路への往来に、馬をこの桜の木に繋いだとの言い伝えがこ
の名称の由来です。
治療時は主幹の腐朽が進み、治療後の主幹の半分はウレタンで表面は擬木仕上げにして有ります。
内部は空洞で、不定根は大小10数本存在しましたが、下の土壌に届くには足りず、内部に充填材を入
れ不定根の土壌への誘導を促しました。不定根の現在の状況は主幹内部の事なので不明ですが、不定
根が土壌まで伸びて到達している事を期待しております。
治療後30年近く経過していますが、大枝の支柱は10年から12年で更新しており、年一回の薬剤散布
と数回の巡回は現在も行っており、今後も見守ってゆきます。
次に治療を行ったのは、上日寺の大イチョウです。真言宗の古寺、上日寺境内にあり、国指定で目
通し12ｍ 樹高が約20ｍの雌樹です。銀杏精舎ともいわれた寺の創建の際、観音菩薩を安置し、その
4
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霊木として植えられたと伝えられています。
平成３年３月に治療。
１．枯枝の整枝剪定－腐朽部の人力切削－高圧洗浄－殺虫・殺菌剤塗布
２．大きな腐朽部のウレタン処理－表面処理二液性パテ塗布－擬木仕上げ
３．大枝の支柱

４．施肥

が大まかな内容です。

事前調査不足も有り、腐朽箇所が当初計画より多く、作業量が増大し事前調査の重要性を痛感した
事例です。
余談ですが、作業開始から10日位過ぎ、夢の中でうなされる様になり、毎朝現場に行こうとして
も、気持がのらないという日が何日も続きました。やるしかないとの思いとの葛藤の中、ようやく作
業が終了した時は虚脱感に落入った状態でした。後日、住職に話をした所、慰労を兼ねた関係者だ
けの法要を営んで頂き、気持ちの整理と、感謝の念を感じた次第です。その時は、樹の霊が｢未熟者
よ、私に触れるな｣という暗示だったのかもしれません。
樹に携わっていると常識では計れない不思議な出来事に遭遇いたしました。
以上、二例を紹介させて頂きました。樹木医としてその時々に内容は異なっても、出来る限りの処
置をしてきました。生命あるもの、残念ながら枯れてしまった樹もあれば、衰退していく樹もありま
す。衰退原因を調査し、その原因を取り除きなるべく元気で、後世に残したいとの思いで携わってお
ります。衰退の原因調査や事前調査を会に依頼し、必ず複数の処見を頂く様、心がけております。
近年の気候を見ていると、平年とか例年という言葉に合致しない気象条件がよく発生します。気象
害、病虫害、環境害等により、樹木にとっては受難な年輪を刻む時が訪れるかもしれません。極めて
判断が困難な場面が増えて行くのではないでしょうか。私も、この節目を機会に更なる研鑽に努め
て、樹木医会の一員として頑張りたいと思います。
今後、樹木医個々の知識・情報・技術を集約し相互に協力しながら、社会に求められる技能集団に
発展して行く事を、期待しております。

この20年間の思い
釣 谷 孝 義（登録 NO. 275）
平成８年に発足した当支部も平成27年で20回目の節目を迎えられますことは誠に喜ばしいことであ
ります。
思えば私を含め８名で発足した当支部も、平成24年度には34名、本年度には新たに３名が加わり、
計37名の会員数を数えるまでになったことは、発足当時の事をふり返れば感慨深いものがあります。
日本樹木医会は当初全国で第１期生80名のみでの発足であり、富山県に所属する樹木医が二人だっ
たので、県に支部を形成する必要もなく北陸総支部（現.地区協議会）が直近の上部組織であった
が、２期生、３期生と徐々に樹木医が増え総支部だけでは各県ごとの掌握は難しいので、富山県支部
を発足させようとの機運から出発したように記憶しているが、明確な記憶ではない。
発足に向け当時は、組織の運営方針、規約の内容等色々と課題が山積みであったが、４期生の私は優
秀な先輩たちに圧倒され、その発言にただ黙ってうなずくだけだったように思う。私の活躍の場と言え
5

一般社団法人日本樹木医会

富山県支部

Japan tree doctors association

ば、そう、協議終了後の飲み会である。この飲みニュケーションこそが富山県支部発足の原点であると
確信している。そのおかげで思った以上に順調に発足に漕ぎつけることが出来た。それ以来私の中では
「富山県支部＝飲み会である」の認識はあながち間違いではないと日頃考えているが、私だけかな？
樹木医としての私はというと、やはり南砺市（旧福光町）天神にある市の天然記念物である「巴塚
の松」が樹木医となった私にとって一番印象深いでしょうか、私が最初にこのマツの治療に携わった
のは平成５年夏ごろ（樹木医認定前）の事でした。当時は上部及び樹幹根元に空洞があり葉の緑も薄
く、明らかに衰退しており、老衰による衰弱、衰退樹に寄生する害虫による食害、剪定･枝打ち痕か
らの腐朽等が原因と当時の砺波農地林務事務所は考えられていたので、その指導の下で樹勢回復剤の
樹幹注入、上部空洞の発泡ウレタン塞孔、吸湿剤（炭）施与、土壌改良及び暗渠排水等、当時として
はできる限りの処置を平成５年の11月に施工し、平成10年には再び土壌改良及び防除処置を行い順調
に生育し、防除（ザイセンチュウ予防樹幹注入含む）等についても今日まで年間保護業務として行っ
てきましたが、地下部（根）については詳しく把握していなかったので、平成22年に根の発達状況を
調査することとなり、県支部の協力を得て調査したところ、非常に驚かされる事実が判明したので、
是非お伝えしたいと思います。
それはこれまでの周囲の状況から考えると、根は放射状に伸び、浅いところには根は伸びていな
くても、50cm位の深さには伸びているだろうと、調査に加わった全員が想定していたのとは全く異
なった事実が判明したのである。
それは根が根元から放射状ではなく、樹幹に沿うように、地中へ潜るように伸長していた。（写真-①）
なぜこのような根に成長したのか不明ではあるが、郷土史の中にそれを解明できるかも知れない写
真を発見しました。それが下記の写真でした。
写真 - ②・③
福光自治振興会誌「いつついし」より

写真－①
大正5年以前

写真－②

昭和30年代

写真－③

平成22年現在
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上記の写真と調査時の現況より、以前は周囲に田畑しかなかったが、時代とともに開発が進み、
元々のびのびと伸張していた根が開発に伴う掘削・盛土・舗装などによる根の切断、伸長先の阻害要
因により次々と行き場を失い、現在の状況になっているのではないかとも推測できますが、実態は明
らかではない。
こんな極めて稀な状況との出会いもあるので、調査等の動員要請があれば参加を惜しまないで欲し
いと願っております。それが樹木医個人の目には見えない財産となり、ひいては当支部の財産にもつ
ながると考えます。今後も私を含め会員一人一人が自覚を持って支部の運営に協力することが、富山
県支部のますますの発展につながる大切な事だと思っている。

回想 富山県におけるマツ材線虫病発生状況調査
山 本

栄（登録 NO. 393）

早いもので樹木医の認定を受けて来年20年目を迎えます。私が樹木医になろうと思った一番のきっ
かけが県内のマツ枯れ調査を実施したことです。今回は、過去に行った調査を主にご紹介します。
県内におけるマツ材線虫病の発生について、実態調査と樹幹注入剤施工個所の防除効果の調査を、
１回目は1987年から1989年にかけて、２回目は1997年に行いました。
調査を実施した大きな目的は、県全体における本病の発生と被害の状況、松枯れ予防に有効な樹幹
注入剤の防除効果を明らかにすることで、樹幹注入剤の施工業務の受注につなげ、冬期間の仕事を確
保することでした。
私は、学生時代植物病理学を受講しておらず、光学顕微鏡や実体顕微鏡の取扱いも不得意であった
のですが、母校である富山県立技術短期大学の佐藤先生（現在 富山県立大学佐藤幸生博士）にお願
いしてなんとか使いこなせるようになり、佐藤先生の紹介で、富山県林業試験場（現在 富山県農林
水産総合技術センター森林研究所）の赤祖父先生にマツノザイセンチュウの同定方法やこれまでの県
内における調査状況について指導をいただき、調査を進めることができました。
調査地は森林地帯のアカマツ林、海岸地帯に植栽されたクロマツ林、および公共・文化財施設内も
しくはその近在に設定しました。ただし、個人の庭園については対象外としました。1980年代の調査
では234地点、1997年の調査では122地点において、１本または数本よりサンプリングを行い、ベール
マン氏法によってセンチュウの検出を行って、マツ材線虫病による被害状況の把握に努めました。
また、1994年より、マツ材線虫病の防除例とその効果の検証のために、射水市内で樹幹注入剤を施
工したゴルフ場においてマツ材線虫病の発生・被害状況の調査を行いました。
表－1

1970年以降の調査によるセンチュウ検出調査
調査地点数
1970年代（赤祖父による）
67
1980年代
234
1997年
122

センチュウ検出地点 センチュウ検出率
44
65.7％
141
60.3％
52
42.6％

本病の発生状況は、1970 年代が 66％、1980 年代が 60％、1997 年が最も低い 43％でした（表－ 1）。
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県内地域ごとの発生の特徴については、県北西部～中央部海岸沿い（氷見市～高岡市）では、1980
年代には増加傾向でしたが、その後減少しました。県中央部（射水市や富山市）や県東部（新川地区）
においては、時間の経過とともに発生地点が減少する傾向がみられました。県西部石川県側（小矢部
市～南砺市）では、1980 年代から 1997 年にかけて発生地点が急激に減少する傾向がみられ、この急
減は他の地域に比べて非常に顕著でした。
樹幹注入剤による防除効果の調査結果では、樹幹施工後２年目においては、いずれも枯死率は 0.2％
程度に留まっており（表－ 2）、高い防除効果が認められました。調査対象地であるゴルフ場は、前
述の調査において、センチュウの検出率が 60％以上のエリアに該当しており、樹幹注入剤施工には
本病に対して高い予防効果があると認められました。
表－2

樹幹注入剤施工木のマツ材線虫病発生・被害状況調査
対象本数
2年後の枯死木
1994年施工木
2,415
6
1996年施工木
4,242
10

枯死率
0.25％
0.24％

本県における松枯れの被害量は、1963 年に 7,200㎥のピークに達し、第 2 回目の調査を終えた 1988
年には 100㎥までに減少しました。しかし、2000 年度以降 2011 年度までは 500㎥未満で推移したも
のの（2003 年度を除く）、2012 年度から海岸部での被害が急増し、2013 年度の被害量は 1,448㎥に達
しました。近年の被害量増加を受け、2013 年 1 月に、被害の多い県内の海岸部を対象とした第 3 回
目の調査を帳山樹木医、三納樹木医とともに行いました。その調査における詳細部分については今回
報告できませんが（帳山樹木医が取り纏め）、私自身、今回は前回までの調査時と比べ、かなり深刻
な被害状況だと感じました。被害の著しい海岸林においては、枯死木の伐倒駆除措置や樹幹注入剤の
予防措置が施されていますが、その対策は被害に対して後追いするような状況で、被害が終息に至る
にはまだまだ時間がかかるように思われました。
最後に、これまでの松枯れ調査をふまえ、これからも県内のマツについて観察を継続し、富山県支部
の皆さんや諸先生方の御協力をいただき、少しでもお役にたてるよう精進していきたいと思います。

７０歳の時に思うこと
大 代

清（登録 NO. 1426）

技術を教え、教わること
サラリーマン生活３年を残して、念願の庭仕事に転身、あっという間の10年間であった。マツ類の
剪定を得意とし、お陰様で客層にも恵まれ、クレーン車の入らない中庭の高木剪定や雪つりの簡素化
など思い出は多い。
日常の楽しみは、５年前からの小矢部園芸高校専攻科の講師である。
58～70才の方が多く、我が家の庭手入れやシルバー人材候補などを目標として入学される方が多
い。百戦錬磨の方が童心にかえり、学ぶ姿は今風でいうと「カワイイ」！
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１教室22人程度で、週に３教室を担当しているが、女性２～３名がいる教室は張り合いがある。
しっかり者の女房風の方がいると、更に、まとまりが早く覚えも早い？。男性ばかりのメンバーだと
暗く、うっとうしいのが常である。当校の専攻科では女性の活躍が顕著である。
剪定実技では植物の生理・生態やシャイゴ理論など樹木にやさしい剪定法を繰り返し勉強、門松づ
くりが終了すると２年間の修行？の終了が近い、同窓会誌の準備が始まる。卒業式、生徒さんの第２
の人生に幸ありと願い、生徒さんに教わった思い出の数々に感謝！感謝！。

ほんの少しの、お手伝い
文化財保護指導員の依頼を受け、平成22年度に射水市の天然記念物（県天３件、市天２件）の樹
勢・土壌診断を仰せつかり、現況調査と中長期の課題について報告した。年に数回、巡回報告するの
が任務である。樹冠下に入ると雄大さと畏敬の念にかられ、心静まる感がある。人為により手が加え
られたと思われる部位には、必ず傷害が見える。側溝整備による根系の切断、盛土障害による樹勢衰
退などである。いずれも樹齢300年を超す巨木である。
樹勢回復と称して、自分に何ができるのか、巨木との静かな対話が続く。その土地の風雪に耐えて
きた歴史の重みを想うと、小さな自分が見える。
巨木はそのすべてを察知し、自ら考え対処している。その都度、ほんの少しの、お手伝いをさせて
いただくことに心がけている

葉のみどりと剪定作業が好き
子供の頃から、親の菊づくりや盆栽を見てきた。カキの新緑の色が好きだと言っていた母の言葉ど
おり、自分も葉のみどりのとりこになった。

専念寺の傘松

28才の時に、技術習得のため、四国の錦松と五葉松120本を揃え、育成に専念。感性を磨くため、
生け花で岡崎星秀先生に15年余師事した。
庭木の中でもマツ類、高木剪定、樹形づくりに興味が湧く。
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「梢端」切除は自然への犯罪であり、樹木の尊厳を破壊する
旧小杉町に移住してから45年、秋になると旧家の邸内にあ
る双幹のアカマツ（写真）の古葉取りが職人２～３人で行わ
れるのが常であった。アカマツ特有の美しさに感動したもの
である。その昔、黒河地区には優秀な庭職人がいて、美しい
マツを見ることができた。時代は変わって、数年前、このア
カマツをスカイマスターに乗って若者が剪定していた。帰り
道、なんと！樹冠が切断されているではないか。巨星が落ち
たと思った。さらに、このマツが10月中旬から、大枝が枯れ
る毎に切断されているではないか。
松保護士として、各方面で広報に努めているが、理解と協力を得られることは少ない。
「正しい知識の広報と技術の伝承」が求められている。

森林と災害対策
松 田

靖（登録 NO. 1346）

人間は地球の生命の一員であり、豊かな自然、生物多様性がなければ生きていくことは不可能で
す。「ミレニアム生態系評価」によれば、私たちが自然環境からもたらす恩恵を４つの生態系サービ
スに分類しています。それは｢基盤サービス｣、｢供給サービス｣、「調整サービス｣、｢文化的サービス
｣です。その中でも災害対策に大きくかかわっているのは「調整サービス」で、生態系が自然のプロ
セスを持って環境を制御するものです。例えば森が緑のダムと呼ばれるように、大雨が降っても水量
を調節して洪水や土砂崩壊を防いでくれることや、汚水した雨水を浄化する機能、風や湿度を人に
とって過ごしやすく調節してくれる機能などがあります、これらはみな人工的に制御しようとすれば
莫大な費用が掛ってしまいます。
三年前の東日本大震災という甚大な災害が、私たちに自然災害の脅威と人間の無力さを思い知らさ
れ、自然に対してもっと謙虚であるべきことを学びました。これまでの防災は自然災害に対して人工
的に対決し、挑戦するという意向が高かったのですが、これでは敵わないことが分かり、最近は、自
然摂理にかなった防災対策が重要視されています。人間が一歩引いて対策を考える姿勢です。例え
ば、ハザードマップに示されている場所には住宅、学校、病院などを作らず、農地や公園を兼ねたビ
オトープにすることです。自然の地形、土壌、植物、特に樹木などを共存させることによって自然災
害をかわすという方法です。莫大な費用をかけた防潮堤などは生態系の分断による新たな災害のトリ
ガーになりかねません。
森林（人工林、自然林）のなかで歩き回って作業している自身の立場から山地の自然災害はどんな
ものがあるかというと、雪崩、山腹崩壊、水源涵養林衰退による河川の氾濫などです。それを食い止
めるため一般に「森林再生」とよく言われていますが、日常的な雨などに対する治水、治山能力は十
分評価するべきだが、大規模な気象害に対しては限定的である。あまり森林に対して過度な期待をか
けて裏切られるのはよくありません。それよりも貯水機能を持つ棚田を維持していくことや、生物多
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様性のある人工林を作り、その持続可能な林業の確立が減災につながると思います。そのためには人
が森と関わる経済的なインセンティブが必要です。

樹幹注入剤に思うこと
帳 山 朋 美（登録 NO. 1911）
剪定、防除、土壌改良など様々な樹木管理の中で、思い入れのある樹幹注入工について書きたいと
思います。樹幹注入剤というと以前はマツ枯れ用の剤でしたが、近年はナラ枯れ用や、ケムシやカイ
ガラムシに登録のあるものも出てきて、利用場面が広がったようです。
樹幹注入剤の良いところは、効果に確実性があること（樹高が高くても大丈夫）、残効が長いこ
と、ドリフトしないこと、などです。反面、樹幹に直接孔を開けて薬液を注入するため、とても気を
遣います。ドリルがあれば施工できてしまう手軽さとは裏腹に、施工にあっては専門的な技術を要す
る工種です。曖昧な施工では薬効を得られなかったり、樹木を傷めてしまう事例もあります。
樹幹注入剤の障害として、樹幹障害（形成層障害，幹割れ）や木部変性（通水阻害）、葉の異常
（変色や早期落葉）などが挙げられます。最近問題になっているのがマツの樹幹障害で、いわゆる薬
害ではなく不適切な施工により生じた「注入障害」と言われます。木部変性は樹幹注入の性質上避け
られないもので、同じ樹木に繰り返し施工するとそのリスクが高まります。葉の異常については薬液
の拡散との関連が考えられますが、単に成分濃度のみでは説明できない部分があり、十分考慮したう
え施工しても生じてしまうことがあります。ですが、樹木が健全で薬量も適切であれば、多くが一時
的なもので樹勢にさほど影響を与えるものではないと考えます。いずれの障害についても、程度やリ
スクは樹種、樹勢、サイズ、成長速度、等々によって大きく異なるため、施工の可否の判断を含め、
しっかりとした施工が必要といえます。言い換えれば、適切な施工であれば概ね安定した結果を得ら
れると感じています。
樹幹注入剤を使うほど、施工前の準備と施工時の慎重
さ、施工後の経過観察が大事だなあとつくづく思います。
樹幹注入剤は場面や状況によっては便利に使えるツールと
私は感じます。でも、樹木の力を伸ばす事が一番大切かな
とも思います。まだまだ考えも経験も足りず、社内や先輩
方をはじめ日本樹木医会富山県支部とのつながりを大切に
して、その時々のベストを尽くした対処をしていきたいで
す。

樹幹注入工（ケヤキ）
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樹木医への憧れ
名 畑 清 信（登録 NO. 1922）
私が樹木医の仲間入りをさせていただいたのは、わずか 4 年前、年齢も 66 歳になってからのこと
です。還暦を過ぎてからの手習いということに加え、受験に必要な業績の証明をもらう際に現役時代
の所属機関に樹木医の試験を受けることがバレてしまうこともあり、かなりのプレッシャーのなかで
の挑戦でしたが幸いにして樹木医になることができてとてもよかったと思っています。
ところで、豊かな里山に生まれ育った私には樹木や山林への思い入れに特別強いものがあるのです。
大げさに言えば、樹木や里山によって今日の自分があるといっても過言ではないとさえ思っているく
らいです。というのは、必ずしも裕福でない家計の中でも大学で学ぶことが出来たのは祖父が植林し
た杉が学費の足しになり、農閑期には父母が雑木林で薪や土木工事の土留めに用いられる粗朶（そだ）
などを作って家計の足しにすることができたからです。私が高校を卒業した昭和 38 年から大学生活
を送った 40 年代初頭までは、まだ里山には家計を助けてくれるこのような林業の恵みがあった時代
だったのです。
また、里山では幼い頃から知らず知らずのうちに多くのことが自分の中に育まれていたのではない
かとも考えています。物心がついてからは、雪解け後の早春の山で倒れた杉を起こし、夏には下草を
刈っての手入れなどを手伝うのが日課のようになっていましたが、このような中で、斜面で曲がって
木が成長すると「あて材」ができること、杉を植林して数年間は適度な日当たりと日蔭の微妙な条件
の下で「ささゆり」が一面に生えてくることなどを学びました。このような経験は樹木医の論述試験
にも大いに役立ったと思っています。
大学では植物病理学を専攻し、職を得てからは農業試験場で 16 年間にわたってチューリップを対
象に学んだ専攻を生かした研究を続けることができましたが、そのルーツは里山の豊かな自然に育ま
れたことにあると言えるのです。
試験場では多くの農作物の病害虫の診断と防除に携わってきましたが、果樹や庭木などの相談を受
けるうちに、樹木医という魅力的な言葉の響きにも誘われて徐々に「樹木医」への憧れのような気持
ちの高まりを抑えることができずにいたのですが、念願の樹木医になることが出来て、農作物と樹木
とでは接し方に大きな違いがあることを改めて実感させられています。とくに、巨木などに接する
と、樹木には人知では計り知れない哲学的な崇高なものがあるとさえ感じています。また、樹木医会
の調査などでは仲間の結束力の強さにも驚かされています。そして、先輩樹木医から教えてもらうこ
ともとても多いのです。
そういうわけで、豊かな自然の中で育ち、幸いにして長らく専門を生かした仕事をしてきましたが、
憧れの樹木医として改めて樹木のすばらしさを学ぶ樹木医会の活動に加わることができ、とても新鮮
な感動を覚えています。
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富山さくらの名所におけるソメイヨシノの健康度調査
一般社団法人日本樹木医会富山県支部
20 周年記念事業
－富山さくらの名所におけるソメイヨシノの健康度調査－
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富山県支部 20 周年記念事業

－富山さくらの名所におけるソメイヨシノの健康度調査－

富山県には日本で見られる 9 種の野生のサクラが自生しており、最近では
一般社団法人日本樹木医会

富山県支部

多くの栽培品種も発見され、長期間多様なサクラの開花を鑑賞することがで
きるという全国でもめずらし特色を有している。富山県はこのような特色を

富山県には日本で見られる９種の野生のサクラが自生しており、最近では多くの栽培品種も発見さ

生かしたさくらの名所づくりを進めており、平成 15 年に富山さくらの名所

れ、長期間多様なサクラの開花を鑑賞することができるという全国でもめずらしい特色を有している。

50 箇所を選定し、平成 23 年には見直しを行い、70 箇所に拡充している。こ

富山県はこのような特色を生かしたさくらの名所づくりを進めており、平成 15 年に富山さくらの名

れらの名所は、
さくらに憩い楽しむ見所として多くの県民に利用されている。
所 50 箇所を選定し、平成
23 年には見直しを行い、70 箇所に拡充している。これらの名所は、さく
本支部では支部創設 20 周年記念事業の一環として、これらの名所の中で
らに憩い楽しむ見所として多くの県民に利用されている。
して、これらの名所の中でソメイヨシノが多数植
48
箇所の健康状態等の調査を行ったの
栽されている名所、48 箇所の健康状態等の調査
で、その結果を報告する。
を行ったので、その結果を報告する。

１．調査方法
１．調査方法

それぞれの名所において花見の中心的
それぞれの名所において花見の中心的な場所に

さくらの名所の箇所数

本支部では支部創立 20 周年記念事業の一環と
ソメイヨシノが多数植栽されている名所、

な場所に植栽されているソメイヨシノを
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任意に選定した。それぞれの調査木については、
則として
30 本の調査木を任意に選定し

図-1 調査した48箇所のさくら
の名所における衰退度区分の頻
度分布

一般財団法人日本緑化センターによる地上部の衰

た。それぞれの調査木については、一般
退度判定票の評価項目ごとに目視により衰退度を

財団法人日本緑化センターによる地上部
５段階に区分した。調査木の胸高直径、樹冠の最

の衰退度判定票の評価項目ごとに目視に

100

より衰退度を
5 段階に区分した。調査木
今回の調査では目視による判定となったが、目
の胸高直径、樹冠の最大幅、植栽間隔等
視による判定は主観が入る可能性があり、従来か
ら客観性に欠けるのではないかとの疑問があった
についても調査を行った。
ので、
定量的に健康度を判定する評価項目として、
今回の調査では目視による判定となっ
葉の大きさ、先端から 30cm の枝の葉数、１芽当

たが、目視による判定は主観が入る可能
たりの花芽数を採用し、これらの調査も行った。

性があり、従来から客観性に欠けるので
これらの調査は、平成 24 年と 25 年の両年に当

はないかとの疑問があったので、定量的
支部の樹木医が 5 班に分かれて行われた。

に健康度を判定する評価項目として、葉
の大きさ、先端から
30cm の枝の葉数、1
２．調査結果
芽当たりの花芽数を採用し、これらの調
２- １．名所の健康度
それぞれの名所における調査木の衰退度の平均
査も行った。
値を単木単位の衰退度区分に準拠して５段階（0.8
未満を良：Ⅰ、0.8 以上 1.6 未満をやや不良：Ⅱ、1.6
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不良木の割合（％）

大幅、植栽間隔等についても調査を行った。
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良木の割合と平均衰退度との関
係。●、○、■は、それぞれの
名所が良、やや不良、不良であ
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に準拠して 5 段階（0.8 未満を良：Ⅰ、
これらの調査は、平成 24 年と 25 年
0.8未満を不良：Ⅲ、2.4
以上 1.6 未満をやや不良：Ⅱ、1.6
以上 2.4
以上 3.2 未満を著し
の両年に当支部の樹木医が 5 班に分か
以上 2.4 未満を不良：Ⅲ、2.4
以上 3.2
く不良：Ⅳ、3.2
以上を枯死寸前：Ⅴ）に区分し
れて行われた。
た（図
-1）。その結果、Ⅰの名所が 3 箇所、Ⅱの
未満を著しく不良：Ⅳ、3.2
以上を枯

20
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さくらの名所の平均衰退度

大枝・幹の欠損の評価基準
が２以上の立木の割合（％）

図 -3 サ ク ラ の 名 所 に お け る 大
枝・幹の欠損の評価基準が2以上の
100
立木の割合と平均衰退度との関係。
80
●、○、■は、それぞれの名所が
良、やや不良、不良であることを
60
示す。
40

名所が
36 箇所、Ⅲの名所が 9 箇所で、ⅣとⅤの
死寸前：Ⅴ）に区分した（図-1）
。その

２．調査結果
名所は見られなかった。
結果、Ⅰの名所が 3 箇所、Ⅱの名所が 36 箇所、Ⅲの名所が
9 箇所で、Ⅳと
20
２-１．名所の健康度
それぞれの名所において不良木（不良木とは
Ⅴの名所は見られなかった。
0
それぞれの名所における調査木の衰
調査木の
衰退度判定基準がⅢ以上の立木をい
0.00 0.80 1.60 2.40 3.20
それぞれの名所において不良木（不良木とは調査木の衰退度判定基準がⅢ
さくらの名所の平均衰退度
う）と判定された立木の割合を求め、これらの割
退度の平均値を単木単位の衰退度区分
以上の立木をいう）と判定された立木の割合を求め、これらの割合と名所の

合と名所の平均衰退度との関係を解析した（図
に準拠して 5 段階（0.8 未満を良：Ⅰ、

図 -3 サ ク ラ の 名 所 に お け る 大
枝・幹の欠損の評価基準が2以上の
回帰（y=63.9x-57.8 r=0.9236、y は不良木の割合を、x
は名所の平均衰退
立木の割合と平均衰退度との関係。
（y=63.9x-57.8 r=0.9236、y は 不 良 木 の 割 合 を、
以上 2.4 未満を不良：Ⅲ、2.4 以上 3.2
●、○、■は、それぞれの名所が
度を、r は相関係数であることを示す）が認められ、さくらの名所の健康状
x は名所の平均衰退度を、r
は相関係数であるこ
良、やや不良、不良であることを
未満を著しく不良：Ⅳ、3.2 以上を枯
態が悪化するに伴い、不良木も直線的に増加することが示された。
示す。
とを示す）が認められ、さくらの名所の健康状態

平均衰退度との関係を解析した（図-2）。その結果、1％レベルで有意な直線

-2）。 そ
の結
果、1.6
１ ％未満をやや不良：Ⅱ、1.6
レベルで有意な直線回帰
0.8
以上

死寸前：Ⅴ）に区分した（図-1）。その

さくらの名所は多くの県民が訪れ
が悪化するに伴い、不良木も直線的に増加するこ
Ⅴの名所は見られなかった。

さくらの名所は多くの県民が訪れる場所である
の落下は非常に危険である。このよ

樹皮の傷の評価基準が
３以上の立木の割合（％）

結果、Ⅰの名所が 3 箇所、Ⅱの名所が 36 箇所、Ⅲの名所が
9 箇所で、Ⅳと
100

る場所であるから、倒木や大枝・幹
とが示された。
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それぞれの名所において不良木（不良木とは調査木の衰退度判定基準がⅢ
60
から、倒木や大枝
・幹の落下は非常に危険である。
うな危険度の指標として、地上部の
以上の立木をいう）と判定された立木の割合を求め、これらの割合と名所の
このような危険度の指標として、地上部の衰退度
40
衰退度判定票による調査では、大
平均衰退度との関係を解析した（図-2）。その結果、1％レベルで有意な直線
判定票による調査では、大枝・幹の欠損、樹皮の
20
枝・幹の欠損、樹皮の傷に関する評

回帰（y=63.9x-57.8 r=0.9236、y は不良木の割合を、x は名所の平均衰退
傷に関する評価項目がある。前者では評価基準が
0
価項目がある。前者では評価基準が
0.00 0.80 1.60 2.40 3.20
2 以上の調査木数を、後者では評価基準が
3 以上
度を、r は相関係数であることを示す）が認められ、さくらの名所の健康状
2 以上の調査木数を、後者では評価

さくらの名所の平均衰退度
の調査木数を、それぞれ倒木や大枝・幹の落下の
態が悪化するに伴い、不良木も直線的に増加することが示された。

基準が 3 以上の調査木数を、それぞ

れ倒木や大枝・幹の落下の危険性が
る場所であるから、倒木や大枝・幹
高い立木とし、その割合を名所の平
レベルで有意な直線回帰が認められ、不良木の場
の落下は非常に危険である。このよ
均衰退度との関係を解析した（図-3、
合と同じように名所の衰退度の平均値が大きくな
うな危険度の指標として、地上部の
4）。どちらも 1％レベルで有意な直
るに伴い倒木や大枝・幹の落下の危険性が高い立
衰退度判定票による調査では、大
退度との関係を解析した（図 -3、4）。どちらも 1％

線回帰が認められ、不良木の場合と同
木の割合が増加することが示された。なお、図
-3

枝・幹の欠損、樹皮の傷に関する評

図-4 サクラの名所における樹皮の
100
傷の評価基準が3以上の立木の割合
と平均衰退度の関係。●、○、■は、
80
それぞれ名所が良、やや不良、不良
60
であることを示す。

樹皮の傷の評価基準が
３以上の立木の割合（％）
てんぐ巣病の被害率

危険性が高い立木とし、その割合を名所の平均衰
さくらの名所は多くの県民が訪れ

じように名所の衰退度の平均値が大き
の直線回帰は
y=60.0x-36.9、相関係数は 0.8227 で

価項目がある。前者では評価基準が
くなるに伴い倒木や大枝・幹の落下の
あった。この場合の
y は大枝・幹の欠損の評価
2 2以上の調査木数を、後者では評価
基準が
以上の割合である。図
-4 の直線回帰は
危険性が高い立木の割合が増加するこ
基準が
3 以上の調査木数を、それぞ
y=41.2x-36.2、相関係数は
0.7666 であった。この
とが示された。なお、図-3
の直線回帰

れ倒木や大枝・幹の落下の危険性が
場合の
y は樹皮の傷の評価基準が３以上の割合
は y=60.0x-36.9、相関係数は 0.8227
である。
高い立木とし、その割合を名所の平
であった。この場合の y は大枝・幹の

ソメイヨシノに深刻な影響を与える病害虫とし
欠損の評価基準が 2 以上の割合である。
均衰退度との関係を解析した
（図-3、

て、てんぐ巣病、コスカシバ、アメリカシロヒト
図-4 の直線回帰は
y=41.2x-36.2、相関
4）。どちらも
1％レベルで有意な直

リの被害がある。これらの病害虫の発生状況を名
係数は 0.7666 であった。この場合の y
所の平均衰退度との関係で示したのが図
は樹皮の傷の評価基準が 3-5、6、7
以上の割合
である。てんぐ巣病とコスカシバの発生状況は、
である。
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図-420%サクラの名所における樹皮の
傷の評価基準が3以上の立木の割合
0%
と平均衰退度の関係。●、○、■は、
0.00 0.80 1.60 2.40 3.20
それぞれ名所が良、やや不良、不良
さくらの名所の平均衰退度
であることを示す。
図-5 サクラの名所におけるてん
ぐ巣病の被害率と平均衰退度との
関係。●、○、■は、それぞれの
名所が良、やや不良、不良の名所
であることを示す。

ソメイヨシノに深刻な影響を与える
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病害虫として、天狗巣病、コスカシバ、アメリカシロヒトリの被害がある。
これらの病害虫の発生状況を名所の平均衰退度との関係で示したのが図-5、6、

２-２．名所におけるソメイヨシノの植栽間隔
これまで当支部はサクラ並木等の調査から植栽間隔が狭い傾向にあると考
支部創立20周年記念誌
えていたが、具体的なデータの提示までは行わなかった。今回の調査では健
富山さくらの名所におけるソメイヨシノの健康度調査
康度の調査と並行して調査可能な名所

名所の衰退度に関係なく発生していたが、アメリ
では植栽間隔も調査したので、調査木

100%
コスカシバの被害率

カシロヒトリの場合はやや不良な名所に多発する

の最大樹冠幅との関連性を解析した

傾向が認められた。

（図-8）。その結果、さくらの名所の平

均植栽間隔が最も広い名所でも 8m 程
２- ２．名所におけるソメイヨシノの植栽間隔
度であり、大半の名所では 4m から 8m
これまで当支部はサクラ並木等の調査から植栽

の間であった。平均最大樹冠幅と比較

間隔が狭い傾向にあると考えていたが、具体的な
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は健康度の調査と並行して調査可能な名所では植

２-３．ソメイヨシノの衰 退度を量的に把握
栽間隔も調査したので、調査木の最大樹冠幅との

図-6 さくらの名所におけるコス
カシバの被害率と平均衰退度との
関係。●、○、■は、それぞれの
名所が良、やや不良、不良である
ことを示す。

関連性を解析した（図
する方法の検討-8）。その結果、さくらの
名所の平均植栽間隔が最も広い名所でも８m
程
量的な指標と名所の平均衰退度との
度であり、大半の名所では４m
から８m の間で
関連性を検討したところ、葉のサイズ
あった。平均最大樹冠幅と比較すれば、明らかに

との間には、5%レベルで有意な相関関

アメリカシロヒトリの被害率

狭いことが示された。

係が認められものの、ばらつきが大き

く指標にはなりえないことがわかった
２- ３．ソメイヨシノの衰退度を量的に把握す
（図-9）。短枝の葉のサイズ、先端から
る方法の検討
30cm の枝にある葉数、1 芽あたりの花
量的な指標と名所の平均衰退度との関連性を検
討したところ、葉のサイズとの間には、５%
レ
芽数についても同じように名所の平均
ベルで有意な相関関係が認められるものの、ばら
衰退度との回帰関係を解析したが、有

つきが大きく指標にはなりえないことがわかった
意な相関関係は全く認められなかった。
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（図 -9）。短枝の葉のサイズ、先端から 30cm の枝

今回解析した評価項目では、ソメイヨ

図-7 さくらの名所におけるアメ
リカシロヒトリの被害率と平均衰
退度との関係。●、○、■は、そ
れぞれの名所が良、やや不良、不
良であることを示す。

にある葉数、1 芽あたりの花芽数についても同じ

シノの衰退度を量的に把握することは

ように名所の平均衰退度との回帰関係を解析した

できなかったので、他の評価項目につ

が、有意な相関関係は全く認められなかった。今

いて検討する必要がある。

回解析した評価項目では、ソメイヨシノの衰退度

３．名所における今後の維持管理の方向性 16

評価項目について検討する必要がある。

樹冠幅と植栽間隔（ｍ）

を量的に把握することはできなかったので、他の
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地上部の衰退度判定票による調査から良と判定された名所 3 箇所を除いた
すべての名所では何らかの異常があると判定された（図-1）ので、不良ある
３．名所における今後の維持管理の方向性
8
いはやや不良と判定された名所では今後どのような維持管理を行えばよいの
地上部の衰退度判定票による調査から良と判定

究明し抜本的な対策を講じる必要性が

15
ある。このままの状態を放置すれば、

さくらの名所としての維持は困難にな

と植栽間隔（ｍ）

4
かの異常があると判定された（図
-1）ので、不良
不良と判定された名所では、不良木が 60%前後以上存在し、著しい場合に
0
あるいはやや不良と判定された名所では今後どの
は 100%に達していた（図-2）。また、倒木や大枝・幹の落下の危険性も非常
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ような維持管理を行えばよいのかを検討した。
に高いことも認められた（図-3、4）。これらの名所では名所全体がソメイヨ
胸高直径（ｃｍ）
不良と判定された名所では、不良木が 60% 前
図-8 さくらの名所におけるソメイヨシノの平均
シノの生育にとって悪い環境下にある
後以上存在し、著しい場合には 100% に達してい
胸高直径からみた平均樹冠幅（●）と平均植
16
ことを示唆しているので、その原因を
栽間隔（○）との関係。
た（図 -2）。また、倒木や大枝・幹の落下の危険
された名所
3 箇所を除いたすべての名所では何ら
かを検討した。
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図-3、4 に示すように不良木も少な
性も非常に高いことも認められた（図
-3、4）。こ
とって悪い環境下にあることを示唆しているの
ないので、そのような立木は名所内
で、その原因を究明し抜本的な対策を講じる必要
で局所的に存在している可能性が高
がある。このままの状態を放置すれば、さくらの
いと思われる。図-8 に示すように植
名所としての維持は困難になると推測されるので

栽間隔も非常に狭いので、このよう

早急に詳細な調査を実施する必要がある。

な立木を伐採しても並木としての景

やや不良と判定された名所は今回の調査では最

観に影響を与えることは極めて少な

も多く 36 箇所であった。名所の平均衰退度が 1.6

いと考えられる。また、落下の危険

に近い値を示した名所では、不良であると判定さ

性の高い大枝や幹が少ない立木の場

れた名所と同じ対策が必要である。しかし、0.8

合には伐採せずにそのような大枝や
に近い値を示した名所では、図
-3、4 に示すよう
幹の切断を行えばよいと考えられる。
に不良木も少ないし倒木や落下の危険性も比較的

3.2
さくらの名所の衰退度

いし倒木や落下の危険性も比較的少
れらの名所では名所全体がソメイヨシノの生育に

y = -0.026x + 2.714
r = 0.4100*
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図-9 さくらの名所における葉の大きさ
の指標と衰退度との関係。葉の大きさは
葉の最大幅(cm)と最大の長さ(cm)の積
を指標とした。

したがって、やや不良でも良に近い名所では伐採あるいは大枝・幹の切断な
少ないので、そのような立木は名所内で局所的に
どの単木的な対策を行っていけばよい。
存在している可能性が高いと思われる。図
-8 に示すように植栽間隔も非常に狭いので、このような
立木を伐採しても並木としての景観に影響を与えることは極めて少ないと考えられる。また、落下の
なお、良と判定された名所でも極めて少ないながらも不良木、倒木や落下
危険性の高い大枝や幹が少ない立木の場合には伐採せずにそのような大枝や幹の切断を行えばよいと
の危険性のある立木が存在する場合もある（図-2、-3、-4）ので、このよう
考えられる。したがって、やや不良でも良に近い名所では伐採あるいは大枝・幹の切断などの単木的
な名所では早急に単木的な対策を行えばよい。
な対策を行っていけばよい。

病害虫については、アメリカシロヒトリを除けば、名所の平均衰退度とは

なお、良と判定された名所でも極めて少ないながらも不良木、倒木や落下の危険性のある立木が存

関係なく発生しているので、良あるいは良に近いやや不良と判定された名所

在する場合もある（図 -2、-3、-4）ので、このような名所では早急に単木的な対策を行えばよい。

では、てんぐ巣病に罹った枝があれば早急に切断する必要がある。また、コ

病害虫については、アメリカシロヒトリを除けば、名所の平均衰退度とは関係なく発生しているの

スカシバは幹や枝に傷を発生させ、材質腐朽菌の侵入を促進させるので、発

で、良あるいは良に近いやや不良と判定された名所では、てんぐ巣病に罹った枝があれば早急に切断

生していればこの場合も早期に防除する必要がある。アメリカシロヒトリが

する必要がある。また、コスカシバは幹や枝に傷を発生させ、材質腐朽菌の侵入を促進させるので、

やや不良な名所において多発する傾向にあった原因については不明であるが、
発生していればこの場合も早期に防除する必要がある。アメリカシロヒトリがやや不良な名所におい
この害虫の食害によってソメイヨシノが枯れることはまれであるので、樹勢
て多発する傾向にあった原因については不明であるが、この害虫の食害によってソメイヨシノが枯れ
に及ぼすという観点から防除は必ずしも必要ではない。しかし、県民の憩い
ることはまれであるので、樹勢に及ぼすという観点から防除は必ずしも必要ではない。しかし、県民
の憩いの場所に植栽されているので、景観的な観点あるいはさくらの名所に訪れた県民に不快感を与
の場所に植栽されているので、景観的な観点あるいはさくらの名所に訪れた
える害虫としての観点からは防除が必要である。
県民に不快感を与える害虫としての観点からは防除が必要である。

今回の報告は調査の概要を示したものであるので、調査結果の詳細な報告は、今回調査した
48 箇
今回の報告は調査の概要を示したものであるので、調査結果の詳細な報告

所の名所における個々の健康状態と今後の維持管理の方向等も含めて、後日小冊子として出版する予
は、今回調査した 48 箇所の名所における個々の健康状態と今後の維持管理
定である。

の方向等も含めて、後日小冊子として出版する予定である。
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