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ﾁｪｯｸ-3 

〔2－1〕神社境内危険防止チェックシート・樹木関係（1 回／3 ヶ月）平成 23 年度分 
                     ﾁｴｯｸ月日 6/9  ﾁｴｯｸ月日 9/12 ﾁｴｯｸ月日 12/12 ﾁｴｯｸ月日 3/7 
 点 検 樹 木   点検部位    立会い・担当者 立会い・担当者立会い・担当者立会い・担当者                  

                               河野宮司       河野宮司    河野宮司   河野宮司 
                  河野禰宜       河野禰宜    河野禰宜   河野禰宜   

                                         安藤、須長、   安藤、     安藤、    安藤、須長 
                     原口樹木医  （高橋学芸員） 原口樹木医   東 
                                                                                      原口樹木医           

樹木① NO43  1.空洞の有無 
2.腐った箇所の有無・根元に有り 

形状寸法    3.樹皮の枯れ   ・有り 

 Ｈ×Ｃ×Ｗ     4.キノコの有無 
12m・28.6cm・3m 5.木の揺れ、傾き・有り 要ﾁｪｯｸ   伐採済み、8/29     

（  スギ  ）6.枯れ枝の有無   
         7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他      
樹木② Ｎｏ44  1.空洞の有無 

2.腐った箇所の有無・根元有り 

形状寸法    3.樹皮の枯れ、なし・有り 
 Ｈ×Ｃ×Ｗ   4.キノコの有無 
 14・36・4   5.木の揺れ、傾き          伐採済み,8/29 

 

（ スギ   ） 6.枯れ枝の有無   
         7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他 
樹木③ No51     1.空洞の有無   ・有り             ・同じ           ･同じ      ･同じ 

         2.腐った箇所の有無・根元に有り    ・同じ      ・同じ     ･同じ 

形状寸法     3.樹皮の枯れ、なし 
 Ｈ×Ｃ×Ｗ    4.キノコの有無          ・有り     ・同じ     ・同じ 

 6・60・6    5.木の揺れ、傾き 
（ ヒイラギ ） 6.枯れ枝の有無  ・有り             ・同じ      ・同じ     ･同じ 

         7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他    
〔特記事項〕            ③：希少樹木として  ①、②は伐採 
                            樹木医に見て貰  済み、定期点                    
                              っている     検中止 

                   （予ねてより定 

                     期的に観察を 

                     実施） 

          （凡例） 異常あり：（事項欄にメモ）、太斜字＝今後、処置の検討が必要                                   



 ﾁｴｯｸ－4 

〔2－2〕神社境内危険防止チェックシート・樹木関係（1 回／3 ヶ月） 平成  年分 
 点 検 樹 木   点検部位     ﾁｴｯｸ月日 6/9  ﾁｴｯｸ月日 9/12 ﾁｴｯｸ月日 12/ 12 ﾁｴｯｸ月日 3/7 
                                          
樹木④ NO52  1.空洞の有無 

2.腐った箇所の有無 
形状寸法    3.樹皮の枯れ、なし 
 Ｈ×Ｃ×Ｗ     4.キノコの有無 
 17・      5.木の揺れ、 
（ シラカシ ）6.枯れ枝の有無  ・7 本有り（6m 高さ）  ・同じ   ・同じ     ・機会を見て切る 

         7.病虫害の発生   
         8.葉色の状態 
         9.その他 
樹木⑤ NO56  1.空洞の有無       ・有り      ・同じ      ・同じ     ・同じ 

2.腐った箇所の有無・有り      ・同じ      ・同じ     ・同じ 

形状寸法    3.樹皮の枯れ、なし・有り      ・同じ      ・同じ     ・同じ 

 Ｈ×Ｃ×Ｗ   4.キノコの有無   

 17・41.3・2     5.木の揺れ、傾き ・傾き有り    ・同じ      ・同じ、傾きあり・同じ 

（ スギ  ）  6.枯れ枝の有無   ・一部枝折れ 

         7.病虫害の発生   
         8.葉色の状態    
         9.その他 
樹木⑥  No61 1.空洞の有無 

  2.腐った箇所の有無 
形状寸法     3.樹皮の枯れ、なし 
 Ｈ×Ｃ×Ｗ    4.キノコの有無 
 25・      5.木の揺れ、傾き 
（ ケヤキ ）  6.枯れ枝の有無   ・有り      ・有り      ・有り     ・同じ 

         7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他     
〔特記事項〕            ・ＮＯ61 ｸﾚｰﾝ車待ち・Ｎｏ56 迷惑掛 
                                  らない 

                   
                     
                      
                   
 
 
 
 
  
 
            （凡例） （凡例） 異常あり：（事項欄にメモ）、太斜字＝今後、処置の検討が必要                                                                 



 

ﾁｴｯｸ－5 

〔2－3〕神社境内危険防止チェックシート・樹木関係（1 回／3 ヶ月） 平成  年分 
 点 検 樹 木 点 検 部 位  ﾁｴｯｸ月日 6/9  ﾁｴｯｸ月日 9/12 ﾁｴｯｸ月日 12/12 ﾁｴｯｸ月日 3/7 
                          
樹木⑦ NO62  1.空洞の有無    ・有り            ・有り 

2.腐った箇所の有無・有り（根に有り） ・有り 

形状寸法    3.樹皮の枯れ、なし・有り      ・有り 

 Ｈ×Ｃ×Ｗ     4.キノコの有無  ・有り      ・有り 

 10・  ・3  5.木の揺れ、傾き  ・有り      ・有り                9/19 伐採 

（  シイ  ）6.枯れ枝の有無                 （状態悪い為） 

         7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態      ・枯れ葉 

         9.その他     ・ﾜｲﾔｰを張る 

樹木⑧   NO65   1.空洞の有無   ・有り（根元）  ・有り      ・有り     ・有り 

2.腐った箇所の有無・有り      ・有り      ・有り     ・有り 

形状寸法    3.樹皮の枯れ、なし 
 Ｈ×Ｃ×Ｗ   4.キノコの有無 
 22・60    5.木の揺れ、傾き 
（ シイ   ） 6.枯れ枝の有無  ・有り      ・状況を見ていく ・同じ     ・処置ずみ 

         7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他 
樹木⑨    NO70   1.空洞の有無          ・空洞有り   ・有り     ・有り 

         2.腐った箇所の有無 
形状寸法     3.樹皮の枯れ、なし 
 Ｈ×Ｃ×Ｗ    4.キノコの有無 
         5.木の揺れ、傾き 
（ シラカシ ） 6.枯れ枝の有無  ・有り       ・有り     ・有り     ・有り 
         7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他 
〔特記事項〕            ・⑦シイ状態悪い ・Ｎｏ65 打合せ 
                            ワイヤー張る  中 

                         など対策必要  ・Ｎｏ70 状況待ち 

 

 
  
 
 
 
  
 
            （凡例） 異常あり：（事項欄にメモ）、太斜字＝今後、処置の検討が必要      
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〔2－4〕神社境内危険防止チェックシート・樹木関係（1 回／3 ヶ月） 平成  年分 
 点 検 樹 木  点 検 部 位   ﾁｴｯｸ月日 6/9  ﾁｴｯｸ月日 9/12 ﾁｴｯｸ月日 12/12 ﾁｴｯｸ月日 3/7 
                                                    
樹木⑩  NO71 1.空洞の有無 

2.腐った箇所の有無 
形状寸法    3.樹皮の枯れ、なし 
 Ｈ×Ｃ×Ｗ     4.キノコの有無 
 20       5.木の揺れ、傾き 
（ シラカシ ）6.枯れ枝の有無   ・有り（高い所）  ・有り、危険指定 ・9/19 枯枝除去 

         7.病虫害の発生             
         8.葉色の状態 
         9.その他      
樹木⑪  NO73 1.空洞の有無 

2.腐った箇所の有無 
形状寸法    3.樹皮の枯れ、なし 
 Ｈ×Ｃ×Ｗ   4.キノコの有無 
         5.木の揺れ、傾き 
（ クスノキ ） 6.枯れ枝の有無  ・有り       ・有り     ・有り     ・有り 

 
         7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他      
                  ・No73 他の木を  ・No71 枯枝 
                        手入れする時    落下注意の 

                  処理する      表示を設置   

                         ※2 本、高さ 12 

                                  ｍの位置 

 
 
 
 
 
 
                       
〔特記事項〕        
                   
 
 
  
 
 
          （凡例）（凡例） 異常あり：（事項欄にメモ）、太斜字＝今後、処置の検討が必要         
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