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       【会長あいさつ】 

一般社団法人日本松保護士会  

                    代表理事（会長） 岩瀬 森の助       

新型コロナウイルス感染拡大の時節、会員の皆様には、如何お過ごしでしょうか。 

大正 7 年（1918 年）のスペイン風邪では世界人口の約 3 分の 1 である６億人が感

染、死者は 200 万人から 1 億人ともいわれ、日本では感染者 2,380 万人余、死者 39

万人余とされています。 

その後の歴史に残る 1 世紀ぶりの世界的感染拡大はこの 8 月中旬の時点で、世界では感染者 2,117 万

人余、死者 76 万人余、日本では感染者 5 万５千人余、死者 1 千人余とされています。 

会員の皆様には、この病害に、世に行われている３密を避けながら、是非、知恵を絞り、対策を練り、

乗り越えていただき、元気にお過ごし下さることを心より祈念いたしております。 

このコロナ禍により、当初５月に大阪での開催を予定していた当会の法人化後の第 3 回定時総会は、

理事の協議により 6 月２０日（土）に青森県八戸市において、役員及び地元会員様有志による参加人数

を 大限絞った形での開催となりました。遠方から駆け付けた理事さんたちはじめ、出席された会員の皆

さま方のご協力を得て、なんとか無事、終了することができました。誠に感謝に堪えません。 

 さて、現在、当会の課題のひとつとしまして会員数の伸び悩みにより会費の増強が思うようにいってい

ないという現状があります。本会の健全な運営・維持管理のためにも資金調達の新たな工夫や努力が必要

であり、日本松保護士会にふさわしい新しい事業の運営・展開を志しておるところです。 

 その一環として、去る２月に役員・事務局数人が林野庁に出向き、従来の無人ヘリによる薬剤散布に代

わり、ドローンによる薬剤散布ということについての意見交換・提案・ご挨拶に伺いました。そして 3 月

には再度、林野庁を訪問のうえ国庫補助にかかる当会の提案概要についてのヒアリング（プレゼンテーシ

ョン）に臨みました。 

こうした経緯を経て、令和２年度の林野庁森林保護対策室の新規事業で目玉事業でもある「森林病害虫

等被害対策強化・促進事業」のドローンを利用した 2 つの事業メニューについて事業提案書を提出しま

したところ、「ドローンによる被害木の探査事業」のほうで今般めでたく受注することができました。当

会の結成後、法人化前も含めて初めて受注した国庫補助事業でもあることから、役員・各部員のみならず

当会あげて全力で取り組んでいく必要があります。 

 コロナ禍が全国を席捲しておりますが、五十嵐副会長を中心にしたドローン事業対応チームは４月以

降コロナを警戒しながらいろいろな手続きや打合せを重ね、６月からは岩手県や青森県の現地に出向き

実際にドローンを飛ばしての現地調査や解析作業等の業務にあたっております。 

 直接担当される方々には大変ご苦労をお掛けしますが、心から感謝申し上げます。 

そしてこの事業が今期の本会の記念すべき素晴らしい活動になることを強く祈念しましてご挨拶とい

たします。 



  【就任のご挨拶】 

 

          一般財団法人日本緑化センター 

               専務理事 新島俊哉 

 

 この度 7 月 1 日をもちまして日本緑化センターの専務

理事に就任しました新島俊哉と申します。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 

日本松保護士会におかれましては、日頃より松枯れ防除

対策の連携強化や会員相互の情報交換など様々な活動を

行っていただいているとともに、当センターの事業運営

に深くご理解ご協力をいただいておりますことに深く感謝申し上げます。 

また、日本松保護士会の会員の皆様におかれましては、常日頃から松枯れ防止対策をは

じめとして日本の松を守る活動に尽力されていることに、敬意を表するとともに心より感

謝申し上げます。 

 当センターが平成 16 年度から実施している「松保護士資格養成事業」により、令和 2 年

4 月現在、全国で 548 名の方々が松保護士として登録され、全国各地で活躍されていま

す。 

「白砂青松」という言葉にもあるように、松は古来より日本の原風景として日本文化に深

くかかわりを持ってきました。それはただ風景美の一要素であるだけではなく、海岸防風

林など環境を守るものとして、梁などの建築用材や陶磁器を焼成する薪などの木材資源と

して、そしてマツタケを生産するなど日本の食文化を支える資源としても大変重要な役割

を果たしてきました。 

その日本の松はこれまでマツ材線虫病による甚大な被害を受けてきましたが、近年ではよ

り高緯度・高標高地域に広がりを見せております。 

 こうしたマツ材線虫病被害への対策は、その激甚性・広域性などの特性から国、都道府

県、市町村、森林所有者・管理者などはもちろん地域住民も含めた関係者が一体となって

防除に努めていくことが必要不可欠であり、マツ材線虫病についての正しい知識とその防

除方法を身に付け、実際に作業現場を指導できる専門の技術者として、さらに松と我々の

生活や日本文化とのかかわりなどを地域の方々へ伝える伝道師として、松保護士の皆様へ

の期待は大変大きくなっています。 

皆様方が今後さらに技術を研鑽され、日本文化を守る技術者集団としての誇りをもって

活躍されることを切に願っております。 

 結びに、日本松保護士会の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝とご活躍を祈念しまして、

就任のご挨拶とさせていただきます。 

 

 



【退任のご挨拶～松保護士会のさらなる発展を期待して】 

 

一般財団法人日本緑化センター 

参与 浦田啓充 

 

このたび(一財)日本緑化センター専務理事を退任いたし

ました。(一社)日本松保護士会の皆様には大変お世話にな

りました。この紙面をお借りして御礼申し上げます。 

 私が日本緑化センターに着任したのは4年前の平成28年

7 月でしたが、ちょうど松保護士会の法人化の検討が進めら

れていた時期であり、その後、松保護士会内の様々な議論や

諸手続きを経て、翌年の 4 月に社団法人としての設立総会が

滋賀県彦根市で開催される運びとなりました。 

総会には私も出席させていただき、祝辞を述べさせていただきましたが、その時の記憶が

昨日のことのように蘇ります。 

 松保護士の資格は、日本の松の緑を守る会が、日本 大の樹木感染症であるマツ材線虫病

を主要なターゲットとしてその予防・防除等のための専門家を育成しようと創設したもので

す。マツ材線虫病は未だ全国の松林に大きな被害をもたらしており、松保護士会の皆様には、

被害を軽減するために引き続きご尽力いただきたいと思います。 

また、松保護士には、日本の松文化を牽引する役割も想定されており、こうした観点から

のご活躍も期待しているところです。そのためにも、不断に新しい学術的知見を随時吸収し

ていただき、松保護士としてのスキルアップに努めていただければと思っております。 

今年の松保護士会の総会は大阪で開催するとお聞きしておりました。私も総会に参加させ

ていただくことを楽しみにしておりましたが、残念ながらコロナ禍のため例年のような総会

は開催することができませんでした。依然として毎日新しい感染者が発生しており、新型コ

ロナウイルスとどう共存していくのか、今後も模索が続くものと思われます。松保護士会の

皆様におかれましても生活や仕事に少なからぬ影響が出でいるものと推察します。コロナウ

イルスと完全に共存できるようになるまでには今後も様々な試行錯誤が必要となるものと

思われますが、早く落ち着いた日常が戻ることを願っております。 

後に、松保護士会の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝とご活躍をご祈念申し上げ、 

退任のご挨拶とさせていただきます。 

 
ご挨拶は以上です。以下は、蛇足ですが、今年の春に、東京都江戸川区にある善養寺の影

向の松を訪ねる機会がありました。国指定の天然記念物でもあり、非常に印象に残りました

ので、以下に、この松の写真とエピソードを掲載させていただきます。各地にこのような名

松が存在しておりますが、その保護・管理も松保護士の重要な活躍の場です。松保護士が名

松の保護や管理に関わっている事例、あるいは、直接関わっていなくても松保護士の地元な

どに名松があれば、松保護士会ニュースなどの場でご紹介いただけたらと思います。 
 



 

 

【エピソード】 

かつて香川県の岡野松と日本一を争い、論争が 1 年余り続いたが、立行司木村庄之助によ

り「どちらも日本一につき、双方引き分け」との裁定が行われ、さらに、それに呼応して日

本相撲協会の春日野理事長(当時)により「双方を東西の横綱に推挙する」との後押しがあり

論争は終結。 

春日野親方から善養寺に贈呈された「日本名松番付横綱推挙状」のプレートが、松の木の

下に設置されている。岡野松は既に枯死してしまったため、現在はひとり横綱。日本の松の

緑を守る会の会報誌第 1 号の表紙を飾っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横綱推挙状のプレート 

 



【 第３回 松枯れ防除実践技術研修会 に参加して 】 

 

松保護士 474 号 土居 常隆 

令和２年２月１３日から１５日の３日間、埼玉県において研修会が開催されました。 

１３日と１４日の２日間は、埼玉県深谷市にある「ふかや緑の王国」で研修会が開催され、

初日は午後から夕方まで座学を中心におこなわれ、翌日は上級・中級・初級に分かれて 
班ごとに指定された松に樹幹注入の実習をおこないました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
また、ウメにつくクビアカツヤカミキリの対処方法として根元から幹にネットを取り付け

る実演やケヤキにおいてロープを使った木登りの体験実習をおこなうなど、参加者一人一人

が体験できる充実した研修でした。   

  

 「ふかや緑の王国」は、敷地面積が広く、今回の研修をおこなうために必要なあらゆる研

修材料がそろっており、中身のある有意義な実習ができ、貴重な研修となりました。 

 この場所を提供してくださった関係者の方々に心よりお礼申し上げます。 

 夜の意見交換会の会場は、１３日、１４日の両日ともに「かんぽの宿寄居」でおこなわれ

ました。多くの参加者があり、遅くまでたくさんの情報交換をされて盛り上がりました。 

終日の３日目は秩父方面へバスで移動し、宝登山神社のロウバイ園の見学をしました。ロ

ープウェイに乗って山頂に着くと、遠くの山々と眼下に見える街並みを背景に何千本ものロ

ウバイが黄色く咲き乱れ、その中にある園路を散策しながら、とても美しく見ることができ

ました。 



  



 

 

 



県立自然の博物館と長瀞を散策し特殊な地形と地層についてのお話を聞きました。 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
秩父神社を参拝し住職さんのご案内で、神社の由来などお話をききながら本殿の左甚五郎

作の彫刻を拝見し本殿を一周し参拝しました。 
 後に、秩父神社の隣に秩父祭り会館があり、この地域で行われている祭事を見学し、解

散しました。 

 

 



【 松枯れ防除実践技術研修会 に参加して 「埼玉県 緑の王国」 】 

 

一般参加 高田 理史 

 

1 日目は 2日目の実践に向けて座学を中心に学びました。まず、埼玉県農林部森つくり課

総務・森林企画担当 主幹 吉田氏より「埼玉県の森林、林業の概要」について説明やＰＲ

を受けました。埼玉県の森林、林業では現在いくつかの難題を抱えており、その難題が絡み

合い問題をさらに深めているという内容でした。これは全国どこでも同じような状況にある

ので、他人事ではないなと思いました。 

松に対する講座として、「マツノザイセンチュウ病と樹幹注入時の注意事項について」 

（株）ニッソーグリーン 主幹 坂本氏から、「樹幹注入薬量の調整方法について」（一社）

日本松保護士会 事務局長 増田氏から知識と技術について学びました。 

 

マツノザイセンチュウについて（ マツ材線虫病５つの特徴 ） 

 

1. 葉がしおれ始めると急激に赤褐色になり、枯れてしまう。 

2. 枯れは主に夏から秋にかけて発生し、樹齢や健康に関係なく被害をうける。 

3. 松枯れ被害の原因は、病原体である「マツ材線虫病」とされ、マツノザイセンチュ 

ウによって引き起こされる伝染病である。 

4. マツ材線虫病は、素因のマツ、感染源のマツノマダラカミキリ（運び屋、誘因）、主因の

病原体マツノザイセンチュウの３つの要因が関わっている。 

5. マツの種類別に抵抗性の強弱があると判明しているが、マツ材線虫に感染したマツの治

療法は、現在のところ見つかっていない。 

 

以上のことから、松枯れ防除技術として、有人、無人ヘリコプターによる薬剤散布を大面

積の場合や地上散布できない場所で散布を行い、地上散布、樹幹注入、伐採駆除などを行っ

ている。とのことでした。 

これらの技術については、失敗しないために十分な知識と経験により、適切な対応を行う

ことが求められます。 

 

2 日目は実際に樹幹注入作業を行いました。実践を体験し、前日受けた講座での注意項目

や、「しっかり正しく行うことが重要である」という言葉の意味を確認できました。 

また、クビアカ防御ネット（クビアカツヤカミキリ防除について）による防除の実地研修

やロープワークのデモと実践経験も大変貴重な経験となりました。 

 

2 日間の実践技術研修を経て、この経験によって自分自身のスキルアップができたと感じ

ます。様々な方々との出会いもあり、色々な知恵や刺激を受けました。 

この出会いと経験を大切にし、今回の研修を今後に活かし、将来の日本の緑の為に、仕事

を通して少しでも貢献していければと思いました。 



【令和２年度 第３回 定時社員総会報告】 

令和２年度（第３回）定時社員総会が次のとおり開催されました。 

１.日 時  令和２年６月２０日（土曜日） 

      １４時３０分から１５時４５分まで 

２.場 所  青森県八戸市一番町一丁目９－２２ 

      一般財団法人 VISIT はちのへ 

「ユートリー」４Ｆ会議室  

３.議 題       

 １）第１号議案 2019 年度事業報告および収支

決算報告・会計監査報告について 

２）第２号議案 2020 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

３）第３号議案 賛助会員の承認について 

 ４）その他 

   ①「役員の定員について」 

   ②「次期定時総会の開催地の紹介について」 

   ③「書面決議での質問・意見等について」 

４.総会の概要 

 総会に先立ち、司会者の東條副

会長の進行によって、定足数確認

が行われ、東條副会長から「本日

現在の会員数２６０名の内出席会

員１１名、書面表決（委任状提

出）会員１４８名をもって、定款

第１８条及び第２０条第１項に規

定する正会員の過半数の出席の要

件を満たしており、本定時総会は

有効に成立している」旨の報告が

あり、総会の開会を宣した。 

（１）会長挨拶 

 岩瀬森の助会長からは次のような挨拶があった。 

本日は、お忙しいところ、ご出席をいただき、誠にありがとうございます。 

コロナウイルスの感染防止のため、図らずも今回この様な形で総会を開催するに至りました。

関係各位には、いろいろとご苦労をお掛けいたしましたが、ここに、第３回「定時社員総会」

が開催できる運びとなり、心より感謝申し上げます。お手元の議案書に基づいてご審議のほ

どお願いします。 



   

（２）議長選出と議事録署名人の選出 

  

続いて議長の選出に移り、司会東條

副会長から、議長の選出方法について

参加会員の意向を確認したが、司会者

一任との発言があり、司会から「地元

青森県からご参加の斎藤嘉次雄氏に、

総会議長をつとめてもらうことにして

よろしいか」と諮ったところ、異議な

く承認された。 

これを受けて、斎藤氏が議長登壇のうえ議事を進行した。冒頭、本総会の議事録署名人と

して、青森県の第８期 逢坂 敦氏および茨城県の第３期 古谷 孝行氏を指名し、出席者

全員の承認を経て議案審議に入った。 

 

（３）議案審議 

１）第１号議案「２０１９年度（令和元年度）事業報告および収支決算報告・会計監査報告

について」 

事務局から、別添議案書の「令和元年度事業報告」、「令和元年度収支決算書」に基づき、

一括提案説明が行われた。引き続き会計監査報告については両監事が欠席のため、事務局

長が監査報告書を代読し、会計監査報告が行われた。 

以上の提案説明に対し、議長は一括審議を求めたのち、第１号議案「２０１９年度（令

和元年度）事業報告および収支決算報告・会計監査報告について」の賛否を出席者に諮っ

たところ、特段の意見等もなく提案どおり異議なく原案どおり承認された。 

 

２）第２号議案「令和２年度（2020 年度）事業計画案および収支予算案について」 

  事務局から、別添議案書の「令和２年度事業計画」、「令和２年度収支予算書」に基づ

き、一括提案説明が行われた。 

以上の提案説明に対し、議長は一活審議を求めたのち、第２号議案「令和２年度（2020

年度）事業計画案および収支予算案について」の賛否を出席者に諮ったところ、「国庫補

助事業の補助金額 700 万円の標記について意見があり、標記補助金額を 900 万円に訂正す

ることとし、資金事前立替費用 200 万円を削除する。このことから、収支予算書の修正を

行い、差し替えることで承認された。（修正予算案は次号にて添付します。） 

 

３）追加議案 第３号議案「賛助会員の承認について」 

  事務局から、賛助会員の入会にあたり総会で承認を得る必要があるため、入会希望者

の入会申請書を提示し説明が行われた。 

 以上の提案説明に対し、議長は審議を求めたのち、第３号議案「賛助会員の承認につ

いて」の賛否を出席会員に諮ったところ、原案どおり承認された。 

 



４）その他  

①「役員の定員について」 

昨年度の総会で動議が出され、理事の人数を１２名にしていただいたが、会則では

８～１０名の定員が決められていることから特例として２名を増員していただいた。     

この状況をいかがするか審議を行ったところ、このままの状況で今年の秋の改選ま

で現状１２名を維持することとなった。なお、来年度総会までに、会則の改正を行い

１２名を明記するか、または、現会則を改正せず、１０名に戻すこととするか、今後

の理事会によって審議することとし、また、現役員選出規程の見直しも行うこととな

った。 

  

 ②「次期定時総会の開催地の紹介について」 

今年度の総会は当初、大阪府で開催予定であったが、コロナウイルス感染防止のた

めやむなく断念し、現在進行している国庫補助事業の関係で青森県八戸市での書面評

決および一部理事と地元会員の出席で開催することとなった。 

来年度はあらためて大阪で行いたい旨の提案と東京等の首都圏近辺で永続的に行っ

たら如何との意見もあったが、全体的に首都圏での意見に賛成が多かった。これによ

り来年度は首都圏近辺で開催することとし、詳細については理事会で決定のうえ会員

に通知することとなった。 

  

 ③「書面決議での質問・意見について」 

    書面決議書にてお二人の会員の方から、林野庁の補助事業（ドローンによる被害

木探査事業）についてのご質問が寄せられて、この件についてドローン事業実施チ

ームの古谷氏から概略的な説明があった。 

〔なお、質問内容およびその返答・具体的な事業内容については松保護士会ニュースの次号(第７

号)でお知らせいたしますのでご了解ください。〕 

 

以上で予定の議事をすべて終了し、議長は他に意見がないか求めたところ、特に発言

はなかったため議事の終了を宣言し、議長を退任、降壇した。これにより総会を修了

した｡ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【事務局からお願い】 

◎会費納入について 

年会費の額は７，０００円です。 
時節柄出費ご多端の折、大変恐縮に存じますが、未納の方は早急に納入いただきますよう

お願い申し上げます。 
会費の納入は、下記のいずれかにお振込みをお願いします。 

 
〇会費の振り込み先 

【銀行振込】 

  銀行名   みずほ銀行（0001）大津支店（469） 

  預金種類  普通預金 

  口座番号  １８８８４１５ 

  口座名義  シャ）二ホンマツホゴシカイ 

 

【ゆうちょ銀行】 

  店    番  ４６８  

  預金種目  普通預金 （記号１４６２０） 

口座番号  ２３１５２８４（１） 

 口座名義   シャ)二ホンマツホゴシカイ  

 

【郵便振替】 払込用紙使用 

  口座記号・番号 ００９４０－８－２３６８１１ 

  口座名義    一般社団法人日本松保護士会 

 

◎記載事項の変更について（住所、勤務先の転勤等変更がありましたら） 

記載事項変更届に記入の上、事務局までご提出下さい(ｆａｘ、メール等でお願いします)

様式はＨＰにあります。 

 

◎新規勧誘について 

もっと仲間を増やしましょう。未加入のお知り合いの松保護士の方の入会をお勧めください。 

 

◎賛助会員様の募集について 

企業、団体様の加入をお待ちしています。 

 

◎農薬､活力剤等の販売について（ホームページを参考にしてください。） 

農薬等のご注文も承っていますので、気軽にご相談ください。 

販売農薬一覧表については、全て新価格（一般会員価格）にし、新しく取扱農薬の種類を増や 
しました。また、会員新価格については、これまでどおり事務局までお問合せ下さい。 
 なお、この一覧表に掲載しきれていない農薬についても事務局までお問い合わせください。 
出来るだけ低価格で提供させて頂きますので、希望の薬剤の見積をお申し付けください。 

お気軽に電話、ＦＡＸ、メール等でご相談ください。よろしくお願いします。 
 

 



◎実践研修等について 
研修項目や内容、場所、日程等の要望等も承っていますので、気軽にご相談ください。 
よろしくお願い申し上げます。 

 

◎ヘルメットの販売について 

（一社）日本松保護士会オリジナルのヘルメットです。少々在庫がございますので、研修やお 

仕事等にもご使用していただけると思います。ご連絡をお願いします。 

１個 ４，０００円（税込み・送料は着払い）です。ＦＡＸ、メールでお申し込みください。 

 

 

◎事務局連絡先：一般社団法人 日本松保護士会 事務局長 増田 信之 

Tel 0748-69-5861･FAX 0748-69-5862 【e-mail:matsuhogo@iaa.itkeeper.ne.jp】 

 

◎【訃報】 下記の方々がお亡くなりになられました。 

   謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 
     第 6 期  336 号 石川県 西 山 義 春 様 65 歳 2019 年 11 月 10 日死去 

第 12 期  525 号 東京都 瓜 田 慎 一 様 55 歳 2020 年 2 月  5 日死去 

第 10 期 473 号 福岡県 田 中 一二三 様 87 歳 2020 年 2 月 25 日死去 

 

 

【広報部より】 

①  広報誌にてＣＭ欄を設けています。また、今後は当法人の出版物等にもＣＭを掲載

する予定です。ＣＭに協賛頂ける企業、法人様、並びに会員を募集します。掲載は、

Ａ４紙面の四分の一サイズで６千円、Ａ４・１Ｐ区画（フルカラ－）が２．５千円で

す。皆様、よろしくお願いします。次回広報誌での掲載希望者は、事務局までお問い

合せください。 

 

②  ＨＰのリニューアルができました。 
まだまだ、もの足りないと思いますが、検索ください。なお、ご要望等がございま

したら、事務局までご連絡ください。 

 



 


