
第１2 回 松枯れ防除実践講座 
主 旨 松林の適切な防除計画の策定と的確な防除の実施に必要な技術･知識の習得を目的とする。 
対 象 全国の松保護士、樹木医、国有林および都道府県市町村の森林病害虫防除事業担当者、防除事

業を実施する青森県とその周辺の森林組合職員、造園施工業者、NPO、ボランティア、一般市民を

対象とします。 
時 期 平成２８年９月８日（木）～９日（金） 
講義会場 国立大学法人弘前大学文京町地区キャンパス（〒036-8561 弘前市文京町 3） 
野外実習 弘前公園（鷹揚園）（〒036-8356 青森県弘前市下白銀町 1） 

受 講 料 一般参加者 16,000 円 （1 日目 6,000 円、2 日目 10,000 円） 

青森県内市町村担当者 6,000 円 （1 日目 2,500 円、2 日目 3,500 円） 

青森県外市町村担当者 9,000 円 （1 日目 4,000 円、2 日目 5,000 円） 

学生 無料 

昼 食 【参加申込書】で申し込みが必要です（必要な方のみ）。 

有料参加者の昼食代は参加費に含まれていますので、無料です。 

弘前大学関係者・国有林および青森県職員・学生の昼食代は実費（800 円程度）です。 

募集人数 80 名（定員になり次第締切） ※学生については定員には含みません 

主 催 一般財団法人日本緑化センター 

後 援 林野庁、国立大学法人弘前大学、青森県、弘前市、松保護士会、全国森林組合連合会、 

青森県森林組合連合会、公益社団法人ゴルフ緑化促進会 
 

※本講座は「松保護士登録更新対象講座」で、対象者は４・５期 199-1～315-1、９・１０期 425～484 です。 

講座スケジュール（本講座は造園 CPD10.6 ポイント、樹木医 CPD10.4 ポイントの認定プログラムに申請中） 

 時間帯 内   容 

1

日

目 

13：00～13：15 開会の辞（当センター専務理事） 

来賓挨拶（東北森林管理局、国立大学法人弘前大学、青森県農林水産部） 

13：15～13：35 

（20 分） 

報告 1「青森県における松枯れの現状と課題について」 

－青森県農林水産部 

13：35～13：55 

（20 分） 

報告2「東北地方における松枯れの現状と北東北 3 県(被害先端地域)における防除の重要

性について」－林野庁森林保護対策室 

14：00～15：30 

（90 分） 

講演 1「マツ材線虫病の発生メカニズムと防除対策」 

－国立研究開発法人森林総合研究所東北支所 中村克典氏 

15：35～16：55 

（80 分） 

講演 2「防除の実施に関わらず、被害の沈静化に至らない実態について」 

－千葉大学名誉教授/農薬政策研究会代表 本山直樹氏 

17：00～18:00 

（60 分） 

講演 3「松林の再生計画地域の環境に適応した後継樹の育成と土壌菌根菌との関係につ

いて」－愛知県森林・林業技術センター 中島 寛文氏 

18：15～ 交流会 弘前大学大学会館 2F「スコーラム」（受付は 18:00 から会場入口で行います） 

2

日

目 

8：45 

9：00～9：40 

9：40～11：40 

 

 

 

11：40～12：30 

12：30～15：00 

 

 

 

15：00～15：10 

15：15～16：05 

16：05～16：20 

実習場所（弘前公園内） 

①弘前公園の松枯れの防除実態とサクラの病害虫の実態について 

②松林の観察方法（被害木の見分け方） 

③小田式樹脂流出調査（調査手順と方法について） 

④罹病検査のための材片採取の手順と方法 

⑤被害木の後食痕、産卵痕等の説明 

（昼食） 

⑥予防・処理実習 

✣マツ枯れ予防樹幹注入実習（ゾエティスジャパン㈱・保土谷アグロテック㈱）、 

✣土壌灌注剤実習（石原バイオサイエンス㈱）、✣伐倒くん蒸実習（住化グリーン㈱）、 

✣天敵微生物害虫防除剤実習（出光興産㈱） 

⑦樹脂滲出状況の確認、剥皮箇所の補修（参加者） 

⑧マツ材線虫病診断キットの使用手順の解説（㈱ニッポンジーン） 

⑨閉会の辞ならびに修了証の授与 

※内容については当日一部変更することがあります。ご承知おき下さい。 
※2日間の講座を修了した者で、修了証を希望する方に、第12回松枯れ防除実践講座修了証をお渡しします。 
※国、都道府県または市町村の農林・緑化関連職員が当講座を受講した場合、講座受講の前後を問わず、松・松林
の保護に関する業務経歴が通算して1年以上を有する方は、次年度の「松保護士の受験資格」が認められます。 



　　　第 12 回 松枯れ防除実践講座・広域位置図 

講義会場：国立大学法人弘前大学文京町地区キャンパス（〒036-8561 弘前市文京町 3） 

野外実習：弘前公園（鷹揚園）（〒036-8356 青森県弘前市下白銀町 1） 

 

 

弘前公園周辺ホテルのご案内（※宿泊は各自でお申し込みください） 

 

公園・大学付近のホテル 

①弘前グランドホテル 

電話 0172-32-1515 

②ホテルニューキャッスル 

電話 0172-36-1211 

③ドーミーイン弘前 

電話 0172-37-5489 

④小堀旅館 

電話 0172-32-5111 

⑤弘前国際ホテル 

電話 0172-37-5550 

 

弘前駅前のホテル 

弘前プリンスホテル 

電話 0172-55-5761 

東横 INN 弘前駅前 

電話 0172-31-2045 

 

②

① 

④ 

③ ⑤

＜講義会場＞ 

弘前大学文京町地区キャンパス

＜野外会場＞ 

弘前公園 

津軽潘ねぷた村 



第 12 回 松枯れ防除実践講座 【参加申込書】 

日 時 平成 28 年 9 月 8 日（木）、9 日（金） 

講義・実習場所 国立大学法人弘前大学・弘前公園 

申 込 期 限 平成 28 年 8 月 22 日（月）締切りです 

１．基本事項 

ふりがな 

参加者氏名 
  

機関名 

（会社名） 
 所属部・課  

ご住所 
〒 

 

電話番号  FAX 番号  

E-mail  

所属 

（該当するものに○

をつけてください） 

1．松保護士（登録番号      ）  2．樹木医  ３．県市町村森林病害虫防除担当者 

４．森林組合職員   ５．造園業者   ６．土木建設業   ７．調査設計コンサル 

８．NPO・ボランテイア   9.一般市民   10．弘前大学関係者   11.国有林職員 

12．青森県庁職員   13．学生 

受講証受取方法 １．メール   ２．FAX   ３．郵送 

請求書の有無 
１．必要（宛名：                     日付：          ）   2．不要 

記入例↑（宛名：○○㈱  日付：空欄  ） 

希望参加日 ９月８日    ９月９日   （←印のない場合は両日とします） 

 

２．交流会・自家用車・修了証・9/9 昼食について 

（１）交流会 2,500 円／人 弘前大学大学会館 2F「スコーラム」 (交流会費は現地徴収します。) 

交流会に参加されますか？ 参加する 参加しない 

（２）自家用車について 

自家用車を利用されますか？ 利用する 利用しない 

（３）修了証の発行について（２日間受講者対象） 

松枯れ防除実践講座修了証の発行を希望されますか？ 希望する 希望しない 

（４）9/9 昼食について 

9/9 昼食を希望されますか？ 

※有料参加者の昼食代は参加費に含まれていますので、無料 

※弘前大学関係者・国有林および青森県庁職員・学生の昼食は有料（800円程度）

希望する 希望しない 

（（1）～（4）に未記入の場合は・・しないとします） 

 

本講座・申し込み、問合せ先：一般財団法人日本緑化センター緑化事業部 藤井、小田川 

TEL：03-3585-3561 FAX：03-3582-7714 E-mail：jigyou@jpgreen.or.jp 


