
平成２９年度樹木医技術普及講座 
 
樹木医には、樹木の診断･治療のみならず、後継樹の保護育成、樹木保護に関する知識の普及、教育など

樹木医の知識、技術に立脚した多様な役割が期待されています。 

多様な社会の期待に応えるためには、一人一人の樹木医が、いろいろな機会を通じて診断、治療に関す

る知識、技術や樹木等の緑の再生技術を更に高めるとともに、得られた成果を実践し、一般の人にも判り

やすく伝えることがますます重要となってきていると考えます。 

以上のような観点から本年度で第15回目となる本講座では、3日間の日程で、次のような内容を予定し

ました。多数の樹木医の皆さんのご参加をお待ちしております。 

 

＊富樫一巳先生には、業務成果作成の際の文章のとりまとめ方や研究論文作成のルールについて講義いた

だきます。 

＊石井誠治先生には、興味を持ってもらう、人をひきつける、楽しく話を聴いてもらう等、人にも樹木に

も真摯に向き合う話術について講義いただきます。 

＊永石憲道先生には、写真、動画などの限られた情報から樹木を取巻く課題の抽出、保全育成に必要な処

置までの考え方についてグループ討議し、情報量を補う発想と技術力の活用方法について学びます。 

＊大島渡先生・永石憲道先生・関敏之先生には、精密機材を使っての樹木診断の実技をしていただきます。 

＊堀大才先生の講座では、代々木公園をベースに樹木診断実習を行い、実施事例の解説などを講義いただ

きます。 

 
○ 日時及び会場：平成30年 1月 15日（月）9:30～16:45（受付は 9:00 から） 

 1月 16日（火）9:30～18:30（   〃    ） 

 1 月 17日（水）9:15～16:45（   〃    ） 

：国立オリンピック記念青少年総合センター・センター棟３１１ 

東京都渋谷区代々木神園町３－１   電話番号 03-3469-2525 

交通案内 URL: http://nyc.niye.go.jp/facilities/d7.html 

：代々木公園（公益財団法人東京都公園協会・代々木公園サービスセンター） 

東京都渋谷区代々木神園町２－１   電話番号 03-3469-6081 

交通案内 URL: http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/access039.html 
○ 受 講 料：１日１０，０００円、３日間２９，０００円（※テキスト代を含みます。） 

○ 参加対象：約８０名。原則として樹木医登録者です。樹木医以外の樹木医を目指す者、技術力の向

上を目指す一般の者もお申し込みいただけますが、定員を超える場合はお断りする場合

があります。 

○ 宿 泊：各自、最寄りのホテル等をご利用下さい。 

○ Ｃ Ｐ Ｄ：樹木医CPD・造園 CPDの認定プログラムとして登録申請いたします。 

○ 参加申込み：参加ご希望の方は､｢受講申込書｣に所要の事項をご記入の上､平成30年1月6日（金）まで

に FAXまたは Emailまたは郵便にてお申し込み下さい。 

 

◇懇親会のお知らせ◇ 
講座に参加した皆様の交流が深められるよう懇親会を予定いたしました。是非ご参加下さいます

ようご案内いたします。 

（１） 日時：1月15日（月）１７時３０分～ 

（２） 会場：レストラン「とき」(TEL. 03-5790-0013) 

（３） 会費：３，０００円（当日現金）。1月12日以降のキャンセルは会費を全額頂戴します。 

（４） 参加申込み方法：本講座お申込みの際、一緒にお願い致します。 

 

申込み・問合せ先：(一財)日本緑化センター 緑化事業部 

TEL.03-3585-3561／FAX.03-3582-7714／Email：jigyou@jpgreen.or.jp 



平成２９年度樹木医技術普及講座 
 

開 催 日：平成３０年１月１５日（月）～１７日（水） 
講座会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 311 教室 

東京都渋谷区代々木神園町３－１ 電話番号 03-3469-2525 
実習会場：代々木公園（公益財団法人東京都公園協会 代々木公園サービスセンター） 

東京都渋谷区代々木神園町２－１ 電話番号 03-3469-6081 
 

１月１５日（月）（集合場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 311 教室） 
月日時間帯 項目 講師（敬称略） 

9:25～ 9:30 受講にあたっての注意事項 事務局 

 9:30～11:30 学術論文作成の基本 
～文章のまとめ方から論文作成まで 

富樫 一巳 
東京大学大学院農学生命科学研究科・教授

11:30～12:30 昼食  

12:30～13:30 楽しく話しを聞いてもらう話術（講義）
～相手に伝わる話し方の極意 

石井 誠治 
石井樹木医事務所・樹木医 

13:30～13:45 休憩  

13:45～15:45 楽しく話しを聞いてもらう話術 
（グループに分かれて討議・発表） 

  〃 

15:45～16:00 休憩  

16:00～17:00 楽しく話しを聞いてもらう話術 
（総合解説） 

  〃 

17:30～19:30 懇親会 レストランとき 

１月１６日（火）（集合場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 311 教室） 
月日時間帯 項目 講師（敬称略） 

9:25～ 9:30 受講にあたっての注意事項 事務局 

9:30～10:00 TREE DOCTOR G カンファレンス 
～対象樹木（患者）の状況解説 

永石 憲道 
JR東日本コンサルタンツ㈱・樹木医 

10:00～10:30 ～質疑応答  

10:30～10:45 休憩  

10:45～12:00 ～全体カンファレンス 
（対象樹木（患者）の症状と課題と原因の提起等）

  〃 

12:00～13:00 昼食  

13:00～14:00 ～グループ別カンファレンス 
（放置した場合の結果と危険性と調査方法等）

  〃 

14:00～15:20 ～グループ別発表   〃 

15:20～15:30 休憩  

15:30～16:30 精密機器を使った樹木診断調査の解説 大島渡・㈱エコル・樹木医 
永石憲道・JR東日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱・樹木医
関敏之・㈲グリーン巴・樹木医 

16:30～18:30 精密機器を使った樹木診断調査の実技
※3 班に分かれて行います 

１月１７日（水）（集合場所：代々木公園） 
月日時間帯 項目 講師（敬称略） 

9:10～ 9:15 受講にあたっての注意事項 事務局 

9:15～11:45 樹木診断実習（実習会場） 堀 大才 
NPO 樹木生態研究会 代表理事 
樹木医 岩谷 美苗 
樹木医 三戸 久美子 

9:15～ 9:45 樹木診断の手順を説明 

9:45～11:45 班に分かれて、樹木診断及びカルテ作成 

11:45～12:45 昼食  

12:45～13:45 班ごとにカルテとりまとめ（講座会場）   〃 

13:45～15:30 班ごとの発表（ 〃 ）  

15:30～15:45 休憩  

15:45～16:45 総合解説・質疑応答（ 〃 ） 堀 大才 
 



平成２９年度樹木医技術普及講座・受講申込書 
 

（期） 
樹木医 
登録番号 

機関名 
 

所属部・課 

ふりがな 

氏 名 

※ 

1/15 
(月) 

※ 

1/16 
(火) 

※ 

1/17 
(水) 

※ 

1/15
懇親会 

（会費 3,000 円）

（  期） 

 
      

（  期） 

 
      

（  期） 

 
      

注 1）登録番号欄には２６期までの樹木医は“期”及び“樹木医登録番号”、新樹木医は“２７期”、一般の方は “一般”とご記入ください 

注 2）※欄には○印をご記入ください 

 

受講受付通知

の受取方法 

▼ご希望の受講受付通知の送付方法を□で囲んでください。※受講受付通知の送付は 12/18 以降を予定 

①メール（携帯メールは不可）   ② ＦＡＸ   ③ 郵送 

請求書の 
要・不要 

[ ] 必要（宛名：              日付：       ）   [ ] 不要 
記入例↑（宛名：○○㈱  日付：発行日） 

 

【連絡先】▼必要事項をすべてご記入ください。↓受講受付通知・請求書の送信・送付先となります。 

担当者名 （                 ）←受講者と異なる場合にご記入ください 

勤務先 名称：（               ）（        ）部（       ）課 

住 所 

[ ]自宅  [ ]勤務先 ←該当する参加区分にチェック[✔]を入れてください 

〒 

 

連絡先 TEL  携帯  FAX  

E-mail  

 

▼申し込み、問合せ先 （送付前に記載事項に抜けがないか必ずご確認ください） 

（一財）日本緑化センター・緑化事業部 小田川（おだがわ）、 申込期限 平成 30年 1月 6日（土） 

TEL：03-3585-3561 FAX：03-3582-7714（到着確認の連絡はご遠慮ください） Email：jigyou@jpgreen.or.jp
 




