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はじめに 
 
一般財団法人日本緑化センター（以下「本財団」という）は、昭和 48 年にその前身となる財

団法人を設立して以来、環境緑化に関する提言、緑化に関する総合的な調査研究、緑化技術の開
発、情報の収集・提供、緑化思想の普及啓発、樹木医・松保護士・自然再生士などの緑に関する
専門的人材の育成など、緑化に関連する様々な分野において活動を展開してきたところである。 

昨年度は、「経営改善計画」（令和 3 年 4 月 1 日〜令和 8 年 3 月 31 日）に基づき、引き続くコ
ロナ禍による制約の中にあっても、機関誌であるグリーン・エージの隔月化と内容の充実に始ま
り、既存の各事業においてこれまでより高次元の取り組みによって一定の成果を上げることがで
きた。さらに、経営改善プロジェクトチームが中心となって検討を進めてきた新規事業である「グ
リーンエージ オンライン アカデミー」を正式に立ち上げることができたところである。 

令和 5 年度は、本財団の設立から数えて 50 周年の節目の年度であるとともに、経営改善計画
の３年目という折り返し点となる年度であることから、本年度においては、本財団の 50 年の歩
みを総括しつつ記念事業（記念出版など）を実施する。 

また、経営改善計画に基づき、未来へ向けて本財団の基盤をより強固なものとするための組織
力強化に集中的に取り組むこととし、これを土台として、各事業について、昨年度に引き続きよ
り高度なものに磨き上げつつ実施することにより、わが国の環境緑化を促進し、ＳＤＧｓの達成
を目指して取り組んで行くこととする。 



 

 



 

 

 

 

 

 
第 1 令和 5 年度 事業計画書 

  



Ⅰ 緑化専門技術者養成認定事業

１．樹木医養成認定事業

（1）樹木医養成認定
樹木の保護・育成技術の普及向上に資する「樹木医」の養成を目的として行う。

「樹木医研修受講者選抜試験」を新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という）対
策に十分配慮し全国 5 会場で行い、選抜者を対象とした「樹木医研修」は、研修者定員を
絞り感染症対策を徹底して実施し、最終審査合格者を樹木医として認定・登録する。

感染症の影響も考慮しつつ、これまでの 2 年間の実績を踏まえて、講義科目をオンライン
配信方式とし、屋外実習と分けて研修を実施する。

（2）樹木医 CPD
樹木医の自己研鑽を支援し、樹木医全体の資質向上および樹木医の社会的信頼性確保を

目的に、樹木医 CPD の運営・管理を行い、CPD 認定プログラムの提供団体・組織の募集
および本財団が実施する質の高いプログラムの提供に取り組む。

参加型プログラムの認定、個人申請の受付・認定に係る受付事務を円滑にし、登録更新
申請者のサポートと資格更新に係る意識向上を図る。

（3）樹木医補養成認定
樹木医補資格養成機関（大学等）を卒業した者からの申請を受けて、認定に必要な分野数、

科目数、単位数の履修が証明された者を「樹木医補」として認定する。教育現場においても
感染症拡大により実験・実習科目の履修に影響があり、今年度も対象期間を限定した優遇措
置を導入する。優遇措置については、今後、大学等のカリキュラム運営状況を踏まえ、適宜、
優遇措置の延⻑を検討する。また、新たな樹木医補資格養成機関登録の推進、樹木医活動事
例等の情報提供を行う。

２．松保護士養成認定事業

松枯れ被害の防除等に資する「松保護士」の養成を目的として行う。
「松保護士講習会受講者選抜試験」を受験者の経済的負担軽減、受験者数拡大を目的とし

て書類審査と論述試験（問題送付方式）で行い、選抜者を対象とした「松保護士講習会」
は、受講者定員を絞り感染症対策を徹底して実施し、最終審査合格者を松保護士として認
定・登録する。

また、登録期間満了（登録から 5 年間）となる松保護士を対象とした「松保護士更新講
習会」は、オンライン配信方式（配信期間 2 週間程度）により実施する。
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３．自然再生士養成認定事業

（1）自然再生士養成認定
生物多様性の保全と自然再生に係る理念の啓発、その技術の普及に資する「自然再生士」

の養成を目的とする。
「自然再生士資格試験」を感染症対策に十分配慮したうえで実施し、合格者の認定・登録

を行う。
「自然再生士特別認定講習会」をオンライン配信方式（配信期間 1 か月程度）により継続

して実施する。
自然再生士の資質・技術向上を目的とした自然再生技術研修会は、オンライン配信方式

と感染症の状況に応じて対面式（全国 2 会場（東京・京都））を組み合わせて運営する。実
地研修会については、受講者定員を限定し感染症対策を講じながら実施する。なおこれら
の研修会を登録更新要件として位置づける。
※本資格は、令和 2 年 2 月 5 日、国土交通省が定める「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資

格（国土交通省登録資格）」（施設分野：建設環境、業務：調査）に登録された

（2）自然再生士補養成認定
自然再生士補資格養成機関（大学等）の学部、学科に在籍または卒業した者からの申請

を受けて、認定に必要な科目数・単位数の履修が証明された者を「自然再生士補」として
認定する。

Ⅱ 緑化技術講座研究会事業

１．樹木と緑化の総合技術講座

樹木についての科学的知識と緑化に関する最新の知識・技術を学ぶ場として開催する。
前期 4 日間（緑化分野の学識経験者や緑化現場の最先端で活躍する技術者を講師とする

座学講座）、後期 4 日間（つくば市都市公園、筑波実験植物園、つくば市内造園会社圃場を
実習地とする屋外実習）で実施する。

今年度は、感染症対策として、前期 4 日間の講義をオンライン配信方式（配信期間 1 か
月程度）にて運営する。後期は、屋外実習を中心に『3 密』に配慮した運営を行う。

なお、当該講座は、前期の 4 日間の講義のうち 2 日間の聴講をもって自然再生士の登録
更新要件として位置づける。
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２．松枯れ防除実践講座

松林の適切な防除計画の策定と適正な防除知識･技術の修得および地域の実態に即した
防除の普及のため、都道府県等の行政機関と連携して、松保護士、市町村防除事業担当者、
森林組合職員、造園建設業者等を対象とした実践講座を、受講者定員を絞り感染症対策を
徹底して開催する。開催県内の大学と連携し、学生の松枯れに対する意識醸成と地域への
情報発信を図る。

３．樹木医技術普及講座

樹木を管理するうえでの問題・課題点の気づき、解決方法の選択、樹木治療の知識と技
術、プレゼンテーション能力や報告書の作成技術の向上を目的として開催する。

講義科目は、オンライン配信方式（配信期間 1 か月程度）で実施する。
対面方式ではグループ討議を通して課題解決のための検討など実践手法を取り入れ、樹

木医の信用を失墜するさまざまな課題についても取り上げて実施する。技術者の資質向上
を目指すカリキュラムとして、樹木医を目指す一般参加者を交え、受講者定員を絞り感染
症対策を徹底して運営する。

４．グリーンエージ都市環境緑化フォーラム

設立 50 周年を記念して、快適でうるおいのある都市環境の形成・保全を目的とした新た
な緑化の考え方や新たな緑化技術の普及に係わる研究会等を開催する。

５．自然再生セミナー

自然再生セミナーは、「自然再生士特別認定講習会」と同時運営で実施する。
一般参加者の受講要望が高いため、特別認定講習会カリキュラムと同内容でセミナー枠

を確保し、オンライン配信方式（配信期間 1 か月程度）により開催する。確認試験を受け
登録申請書を提出することで、受講修了者は｢自然再生士補｣の認定を受けることができる。 

６．その他の事業

造園 CPD 事務については、継続して造園 CPD 協議会のサポートを行い、本財団が運営
する 3 資格を取得した者に対して造園 CPD 会員への勧誘を行う。

また、「樹木病虫害シンポジウム 2023」を（株）ニッソーグリーンとの共催により開催する。
主な対象は地方自治体防除担当者、防除施工担当者、樹木医、自然再生士とし、開催方法
はオンライン配信方式とする。
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Ⅲ 緑の価値啓発事業

１．日本の松原再生運動事業

（1）日本の松原再生運動事業
日本の松原再生運動は第 4 期（令和 4〜8 年度）に入っており、令和 5 年度は、ホームペー

ジで現在 122 か所掲載している「身近な松原散策ガイド」を充実させるほか、地元の人た
ちによる松原の保育（下刈等）について、必要に応じて助言などの協力を行う。

２．企業緑地活用促進事業

（1）工場緑化推進全国大会の開催
47 都道府県及び 20 政令指定都市から推薦された緑化優良工場等について、緑化優良工場

等選考委員会を開催して受賞工場（全国みどりの工場大賞）を選出する。また、経済産業
省・国土交通省・林野庁等の後援のもと、「第 42 回 工場緑化推進全国大会」を開催して受
賞工場の表彰式や緑化活動内容の発表を行う。

（2）樹木医派遣サービスの実施
過去に「全国みどりの工場大賞」の会⻑賞を受賞し、本財団の賛助会員となっていただ

いた工場等に対し、工場緑地の質の向上や持続性の確保、樹木医の活躍の場の拡大等を目
的として、(一社)日本樹木医会の協力のもとに樹木医派遣サービスを実施する。

３．環境緑化普及推進事業

（1）環境緑化普及推進事業
環境緑化の重要性を広く国⺠に理解されるよう、当該活動に対する支援とその普及啓発を

進めるとともに、2027 年に神奈川県横浜市で開催される「国際園芸博覧会」の活動に対して
協力する。

（2）記念林育成事業
フィランソロピー活動等を目的として、本財団設立 10 周年記念事業「グリーンライフの

森」（茨城県笠間市／5.52ha）と同 20 周年記念事業「⽔上記念の森」（静岡県⻑泉町／3.15ha）
の育成事業を推進し、適切な保育管理を行い各種公益的機能の増進に努める。
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Ⅳ 緑化広報事業

機関誌、ホームページの運営、各種情報（緑化樹木供給情報等）の収集・提供などを行
い、環境緑化技術等の普及啓発を図る。設立 50 周年の記念出版として緑の基礎知識と緑化
の技術を解説した『緑と緑化』を発行するほか、機関誌『グリーン・エージ No.586』（5 月
1 日発刊）において通常よりページを増やして 50 周年特集記事を掲載する。

さらに、ユーザーにとってより使いやすいホームページとなるように、リニューアル作
業を引き続き実施する。

また、SDGs 達成のための活動を強力に推進している本財団に対して多大なご支援を賜っ
ている賛助会員の皆様方の活動について、様々な場で積極的に PR していく。

（1）設立 50 周年記念出版『緑と緑化』の発行

（2）機関誌『グリーン・エージ』の発刊

（3）ホームページの運営及びリニューアル作業の実施

（4）緑化樹木供給情報等の収集・提供

Ⅴ 緑化調査計画事業

本財団の保有する緑化技術をさらに強化するとともに、パブリックな側面を重視するこ
と等により、⺠間のコンサルタント等との差別化を図る。また、緑化に関係する大学や企
業、団体との連携・協力をさらに強化し、新たな技術開発を新たなニーズに結びつけるこ
とによって事業化を図る取組を推進することとして、以下の事業を実施する。

１．緑化の計画、緑地保全手法等に関する調査事業

都市緑地保全・緑化施策の新たな展開に資するため、現行の関連する諸制度の活用実績や
施策の取組動向等について調査を行い、これを分析・評価するとともに、これを踏まえた
GX（グリーントランスフォーメーション）やグリーンインフラ等の新たな政策課題の調査
を行う。

また、地方公共団体が策定する公園緑地計画や緑化推進のための制度の時機に応じた見直
し等に関する調査等を行う。

さらに、都市農地の保全・活用を支援する観点から、分布状況等の動向の把握と分析・評
価、及び有効な保全・活用手法に関する調査等を行う。
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２．公園・緑地の整備・管理手法に関する調査事業

公園緑地において保全・再生された樹林地や、植栽された花木等の樹木の大径木化や高密
度化の進展に対処するとともに、ライフサイクルコストを踏まえた適正かつ⻑期的な管理
ステージや管理手法に関する調査等を行う。

また、公園緑地等の生物多様性の推進を目的として、公園の立地する地域における生きも
のネットワークや、公園自体の生物多様性の推進のあり方の検討を行い、これを具体化す
るための植物等を主体とした保全・再生・管理に関する手法の調査等を行う。

さらに、公園緑地等に植栽された樹木は、大径木化・老齢化等に伴う腐朽により増大する
倒伏・落枝のリスク管理に活用するための適正な調査および評価手法の体系化と、公園緑
地等における点検・診断システムの実効性の検証等について調査等を行う。

３．道路緑化の整備・管理手法に関する調査事業

道路緑化の今日的な課題を踏まえるとともに、今後の新たな地域づくりやまちづくりにお
ける、街路樹等の新たな役割や望ましいあり方、そしてこれを具現化し管理していくため
の技術について調査等を行う。

また、道路等整備に伴い発生するのり面について、表層崩壊を防止するとともに地域環境
の保全を図る場合における緑化に関する技術的知見の充実のための調査等を行う。

４．森林資源の保全・活用に関する調査事業

海浜部の松林保全・再生を目的として、抵抗性マツの松くい虫被害対策等の管理、文化財
に指定された松林における新たな課題に対応した計画策定に係る調査等を行う。

Ⅵ オンライン配信事業

緑化技術者の技術の向上、新たな緑化技術者の育成、さらに一般の方々への緑化思想や技
術の普及・啓発を図り、SDGs の達成に向けた取組を強力に推進することを目的として、昨
年度に「グリーンエージ オンライン アカデミー（GOA）」を新たに立ち上げた。開校当初
は 20 講座の動画から始めたが、昨年度末までに 30 講座まで増加させることができた。

本年度はさらに講座数を増やし、自然再生など、これまで制作していなかった分野につい
ても充実を図る。また、利用者にとって GOA をより使いやすい仕様となるようにリニュー
アルを行うとともに、利用者数増加のための広報宣伝等を積極的に行う。
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Ⅶ その他 

経営改善計画に基づき、本財団の基盤をより強固なものとするため、以下のような組織力強化
の取り組みを集中的に実施することとする。

➀ 退職等に伴う欠員に対し、本財団の保有するあらゆる手段を用いて優秀な人材を獲得する。

② 10 月 1 日から始まるインボイス制度及び 12 月末に宥恕期間が終了する電子帳簿保存法への
対応を契機として、会計・経理部門のデジタル化・ペーパーレス化を実施する。

③ 庶務部門のデジタル化についても検討を進める。

④ 人材の育成を進めるための研修制度（管理職マネージメント研修及び初任者研修）を構築す
る。

➄ 以上の事項の実施に必要な規程等の改正を実施する。
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