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環境緑化技術と人材育成
― 都市緑化・自然再生に係る人材育成と技術の普及 ―

一般財団法人 日本緑化センター専務理事 浦　田　啓　充

１.都市緑化と都市の樹木

平成 30 年は、地震、豪雨、台風など
の自然災害の多い年となったが、台風の
強風の影響により全国で倒木が相次ぐ事
態となり、改めて都市の樹木が置かれて
いる状況を認識させられることとなった。
都市の緑の骨格を形成する樹木は緑陰や
美しくうるおいのある景観を提供するも
のであるが、都市公園や道路等の公共施
設に樹木が植栽されるようになってから
長い年月が経過してきており、近年、樹
齢を重ねて大きく育った樹木は、腐朽の
発生等に伴う倒伏や落枝による事故の発
生リスクが高まっている。公共空間にお
いて樹木に起因する事故では、施設管理
者の管理責任が問われるケースも指摘さ
れており、計画設計、施工、管理の各段
階において技術的な側面から慎重な検討
が求められる場面が増加している。

また、全国には長い年月をかけて成長
した古木や大樹、並木などが多くみられ、
地域のシンボルとして、あるいは、人々
のこころの拠り所として親しまれている
（写真－１，２）。これらの古木や大樹等

は、文化財保護法に基づく天然記念物、
樹木保存法や樹木保存条例による保存樹
木・樹林、景観法に基づく景観重要樹木
などをはじめとする様々な制度や仕組み
により保護されている。このような樹木
を大切に守り育てることも重要な課題と
なっている。

さらに、都市部においては、森林など
の自然地とは異なり、人工的に改変され
た土地が植栽地となることから、劣悪な
土壌の出現や基盤整備段階での重機類等
による過転圧などにより、植物にとって
は必ずしも適当な生育環境が確保できな
い場合が多く、植栽された樹木等の生育
不良や枯損が発生することもある（図－
１）。このような課題への対応として、
　日本緑化センターでは、植栽基盤整
備技術に関する包括的な整理とその普及
を図るため、平成 11 年に「植栽基盤整
備技術マニュアル」を作成し発行してい
る。このマニュアルは、多様な環境条件
のなかで質の高い都市緑化の推進を図る
ため、植栽基盤整備技術の体系化を行い、
企画・調査、計画・設計、施工、管理の
各段階における植栽基盤に関する技術的

な内容を整理したものとなっており、植
栽工事等の現場などで活用されている。
なお、本マニュアルは、平成 21 年に改
訂され現在に至っている。

２.都市公園における樹木の
点検・診断指針と道路緑
化技術基準

平成 27 年４月に、都市公園の安全点
検の前提となる考え方や安全点検の際に
留意すべき基本的事項を示した「公園施
設の安全点検に係る指針」（公園施設指
針）が策定された。都市公園では、本指
針と別途策定されている遊具やプールの
安全指針を加えた３つの指針により公園
施設の安全点検等に関する事項が体系化
されているが、生き物である樹木につい
ては、特段の取扱いを必要とする場合が
多くみられることから、平成 29 年９月
に「都市公園の樹木の点検・診断に関す
る指針」（公園樹木指針）が策定されて
いる。本指針は、公園施設指針のうち、「維
持管理段階における樹木の点検」部分に
関する別冊として位置づけられるもので
ある。

写真－２　さいたま市の氷川神社参道の並木写真－１　地域のシンボルとなる樹木・沖縄県名護市のヒンプンガジュ
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都市公園は、高度成長期に積極的に整
備されたものが多く、植栽された多くの
樹木は、老齢化・大径木化が進行してお
り、倒伏や落枝による事故等の発生リス
クが高まることが懸念されている。この
ような課題に対処するためには、樹木の
持つ機能や効用の増進と樹木の安全性の
確保を、継続的に両立させていくことが
重要であり、公園樹木指針は、適正な維
持管理と点検・診断により都市公園の樹
木に起因する事故等を未然に防止し、樹
木の健全な育成を図りつつ、公園利用者
等の安全・安心を確保することを目的と
して策定されたものである。

指針では、基本的な考え方として、樹
木に対して過度に安全性を重視した措置
を行なわないよう留意することや変状お
よび異常が認められた樹木をみだりに伐
採するのではなく、再生する可能性を念
頭に置いた検討を行なうことを促すとと
もに、安全確保のための点検・診断が後
手に回り、倒木や落枝の除去処理のよう
な事後の措置に追われることのないよう、
点検・診断を適切かつ計画的に行なうこ
となどが求められている。また、点検・
診断について、定期点検は、必要に応じ
て樹木に関する専門技術者の協力を得て
行うことが望ましいこと、診断は、樹木
や使用する機械に関する専門的な知見、
技能を有する専門技術者を活用して行な
うことが望ましいことなどが記述されて
いる。さらに、指針では、点検範囲の重
点化、点検時期と点検項目、点検結果の
評価と記録、点検結果に応じた措置・対
策などについて、基本的な留意事項が解
説されている。なお、指針には、都市公
園の樹木の点検・診断を実施するために

参考となる一例として、参考資料が添付
されている。参考資料では、日常点検、
定期点検、診断の各段階における点検項
目が整理されており、項目に応じて評価
基準が示されている。この参考資料は、
指針本体と併せて地方公共団体に通知さ
れている。

また、平成 27 年３月には、道路緑化
技術指針が改正された。これは、計画・
設計時に供用後の安全確保や維持管理を
考慮する必要があること、高齢化・巨大
化した樹木の増加、倒木の発生などの課
題に対応し、設計時に植栽する道路空間
に見合った樹種選定や将来の姿を念頭に
置いた樹木等の配置を行なうこと、道路
巡回時の留意点等、安全確保等の視点か
ら道路管理者が実施すべき事項を規定す
るとともに更新の規定を追加したもので
ある。

なお、こうした動向に関連して、国土
交通省国土技術政策総合研究所緑化生態
研究室では、平成 24 年に「街路樹倒伏
対策の手引き」、平成 28年に「街路樹再
生の手引き」を策定し、公表している。

３.外来生物等による樹木被害

近年樹木に関連する外来の生物やウイ
ルス（以下、外来生物等）による被害の
報告が多くみられるようになっている。
外来生物等は、定着した場合に、時には
大繁殖し、農業生産や人間の生活、生態
系などに大きな影響をもたらし、大量発
生すると個体の制御が難しくなるケース
がある。特に現代は地球的規模で人や物
が往来する時代であり、様々な外来生物
等の侵入が想定され、多様な生物等の生
息空間である緑地や森林、それを構成す

る樹木はその影響を受け易い。外来生物
等は、個体の制御が困難になるとその後
の防除も難しくなってしまう。ここでは、
日本の代表的な樹木であるマツ、ウメ、
サクラを例に外来生物等による樹木被害
の現状を紹介してみよう。

マツ材線虫病（松くい虫被害）として
知られているマツの激害型枯損が日本で
初めて発生した記録は、明治 38,39 年
の長崎市周辺でのマツの集団枯損が最初
といわれている。マツ材線虫病は、日本
在来の森林昆虫であるマツノマダラカミ
キリにより運ばれる外来生物マツノザイ
センチュウがマツの樹体内に侵入するこ
とにより発生するわが国最大の森林・樹
木の感染症である（写真－３）。林野庁
の調査によれば、マツ材線虫病による被
害材積は、昭和 54 年度に約 243 万㎥と
ピークに達したあと減少傾向にあり、平
成 29年度には約 40万㎥とピーク時の６
分の１程度の水準となっているものの、
松枯れ被害の拡大により、日本の伝統的
な景観である松林が大きく影響を受ける
事態となっている。地域によっては、新
たな被害の発生が見られるほか、被害が
軽微になった地域においても気象要因等
によっては再び激しい被害を受けるおそ
れがあることから、引き続き被害状況に
即応した的確な対策を推進していく必要
があり、全国で防除対策が講じられてい
る。

ウメでは、平成 21 年に東京都青梅市
で国内初となる外来ウイルスであるウメ
輪紋ウイルス（プラムポックスウイルス）
の感染被害が確認された。その後周辺市
町村や神奈川県、岐阜県、愛知県、大阪
府、兵庫県などでも感染が見つかり被害

写真－３　マツノザイセンチュウの顕微鏡写真図－１　多く見られる植栽基盤不良の状態

資料：日本緑化センター「マツ再生プロジェクト」p13より

転載
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が拡大している。このウイルスは、アブ
ラムシにより媒介されるほか、穂木や苗
を経由して感染する。感染地域では、植
物防疫法による緊急防除が実施されると
ともに、ウイルスの封じ込めおよび根絶
を図るため緊急防除の防除区域が設定さ
れ、感染木の伐根、焼却等や持ち出し禁
止の措置が講じられている。大きな被害
が発生した青梅市では、市内全域が防除
区域に指定され、３万６千本を超えるウ
メが伐採されるなど、農業や観光産業に
深刻な影響を与えている。青梅市では、
市が主体となり地域住民等の協力を得て、
ウイルスに対する防除対策に取り組み、
平成 28年 10月にようやくウメの再植栽
が可能な段階に至っている。

また、サクラでは、近年、外来生物で
あるクビアカツヤカミキリによる被害が
拡大しており、栃木県、群馬県、埼玉県、
東京都、愛知県、大阪府、徳島県で発生
が確認されている（写真－４）。本種は、
繁殖力が強く、一匹当たりの産卵数が日
本在来のカミキリムシの数倍あり、幼虫
が生木に侵入・加害し樹木を衰退・枯死
させる。寄生する樹木はサクラのほか、
ウメ、モモ、スモモなどのバラ科樹木が
多く、サクラの並木やモモ園などに大き
な被害が発生している。このような事態
に対応し、環境省では平成 30 年１月に
本種を外来生物法に基づく特定外来生物
に指定している。関東地方では、栃木県
南部、群馬県東部、埼玉県北部にまたが
る地域でのサクラの被害が広がっており、
大阪府や徳島県でも被害が拡大している。
関係地方公共団体等では、専門家の協力

を得て地域住民等の協力のもと様々な防
除対策を行なっているが地域によっては
被害が拡大傾向にある。

４.緑化・樹木保護に関連す
る専門的な人材の育成～
樹木医と松保護士

これまで述べてきたような都市緑化や
樹木等が抱える様々な技術的な課題に対
応するためには、専門的な人材の育成が
必要不可欠である。　日本緑化セン
ターでは、樹木医の養成認定事業を通じ
て樹木の保護育成に資する人材の育成に
取り組んでいる。樹木医の養成認定は、
まず一定の業務経歴を有する応募者を対
象に第１段階として選抜試験（業績審査
と筆記試験）が行なわれる。そして、そ
の合格者に対しさらに第２段階として約
２週間の研修（講義と実習）と研修科目
ごとの筆記試験を行い、最後に面接試験
を実施し、それらの総合的評価により合
格者が決定する仕組みとなっている。こ
のように相当高いハードルを越えてはじ
めて樹木医資格が取得できることが特徴
であり、２週間の専門的な研修を通じて
しっかりとした技術的基礎を身につけた
樹木医が誕生している。

樹木医制度が発足したのは平成３年で
あるので、30 年弱の歴史を有しており、
平成 30 年３月末時点での樹木医登録者
数は 2,661 名となっている。樹木医が
実際に行なっている活動としては、名木・
古木等の保護育成、樹木の調査・研究、
診断・治療、公園緑地の計画・設計・設
計監理などを通して、樹木の保護・育成・

管理や、落枝や倒木等による人的・物損
被害の抑制、後継樹の育成、樹木に関す
る知識の普及・指導などがある。

樹木医に関連する機関として、　日
本樹木医会と樹木医学会がある。　日
本樹木医会は多くの樹木医が会員として
参加する団体であり、全国レベルや各都
道府県支部レベルにおいて樹木医相互の
交流や情報交換、さらには、研修会等を
通じた技術レベルの向上等に資する活動
を行なっている。また、樹木医学会では、
樹木医学に関連する学術分野（樹木学、
造園学、土壌学、樹病学、昆虫学、樹木
生理学など）の研究者や樹木医等が会員
として参加し、学術的側面から樹木の
様々な衰退現象を調査研究し、その原因
や発生機構を解明するとともに、診断・
治療・予防技術を開発して樹木の健全性
を保つことに寄与する活動を行なってい
る。これらの機関と認定機関である　
日本緑化センターが相互に連携し、樹木
医制度が支えられている。

また、先に述べたように、マツが急激
かつ大量に枯死するマツ材線虫病は、日
本最大の樹木感染症である。深刻な松枯
れ問題に対し、昭和 52 年から松くい虫
防除特別措置法（昭和 62 年から松くい
虫被害対策特別措置法）、平成９年から
森林病害虫等防除法に基づき各種の防除
措置が行なわれてきた。その結果、松く
い虫による被害は最盛期に比べるとかな
り減少してきているものの、被害量の一
層の減少と地域的な拡大を防ぐためには、
引き続き被害状況に即して徹底した防除
活動を推進することが必要であり、その
被害の特性から、国、都道府県、市町村、
個別の松林管理者および地域住民等の関
係者が一体となって、総合的かつ持続的
に取り組むことが必要である。こうした
取組みを効果的に進めるためには、松く
い虫防除関係の諸制度から現場技術に至
るまで、広範で高度な専門知識に精通し、
各地における防除活動の的確な指導を行
うことのできる人材や、松くい虫被害の
深刻さや防除対策の緊急性等について、
社会的な理解を深めるための普及啓発活
動を積極的に行うことのできる人材を計
画的に育成確保していくことが必要であ
る。このため、　日本緑化センターで
は、マツの保護に関する専門の技術者と
して松保護士の養成認定を行なっている。
本資格は、もともとは日本の松の緑を守
る会が昭和 57 年から実施していたもの
であるが、同会の解散にともない　日

写真－４　埼玉県草加市におけるクビアカツヤカミキリによる被害の状況
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本緑化センターが引き継ぎ平成 16 年か
ら実施しているものである。平成 30 年
３月末時点での松保護士の登録者数は
550 名となっている。

さらに、　日本緑化センターでは、
松林の育成にも取組んでおり、現在は、
東日本大震災の復興支援の一環として、
岩手県陸前高田市において地元 NPO 団体
等と協力して震災で壊滅した高田松原再
生のための植林活動を行なっている（写
真－５）。

５.自然再生士と自然再生技
術の普及

　日本緑化センターでは、これまで
述べてきたような植栽基盤技術や樹木の
保護育成技術の普及に加え、人と自然が
共生する持続可能な社会の構築と生物多
様性の保全を推進するとともに、近年、
原生的な湿地や都市近郊の雑木林、都市
内の緑地など様々な地域で取組みが進め

られている自然再生を担う技術面での人
材の確保を図る観点から、平成 23 年よ
り自然再生士養成認定事業を実施してい
る。

自然再生士の養成認定では、自然再生
に関連する科学的知見に基づいた専門的
な知識を身につけるとともに、自然再生
に係る事業全体を把握し、調査・計画・
設計・施工・管理等の事業の各段階にお
いて行われるべき活動や業務に関する専
門的な技術力を有し、自らリーダーと
なって活動や業務を行なうことや、自然
再生に係る様々なステークホルダーを
コーディネートする能力を備えることを
念頭に置いている。このため、　日本
緑化センターでは、資格認定とともに、
全国の自然再生の現場における実地研修
などを実施しているところである（写真
－６，７）。平成 30 年４月時点での自然
再生士登録者数は1,978名となっている。

写真－６　岡山県真庭市での自然再生実地研修

写真－５　岩手県陸前高田市での高田松原再生活動

写真－７　静岡県長泉町での自然再生実地研修




