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秩父神社境内樹木配置略図 
ﾁ ｪ ｯ ｸ -2
（秩父） 
 

点検結果の記録方法 ・樹木の一瞥点検の結果、周期的点検が必要と判断された樹木は                 
         略図に樹木ＮＯを記録する。（斜線表示） 



                            ﾁｴｯｸ－3（秩父） 

〔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 5/11  ﾁｴｯｸ月日 7/11 ﾁｴｯｸ月日 11/2 ﾁｴｯｸ月日 / 
 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                   
                               薗田宮司    薗田権禰宜   薗田権禰宜 
                     薗田権禰宜   安藤 杉田   安藤 杉田 
                  安藤、杉田、  千葉      千葉 嶺 
                   千葉、清水 
                  原口樹木医 
樹木①（神馬舎横）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・根元樹皮キズ 
 Ｈ×Ｃ×Ｗ     4.キノコの有無 
         5.木の揺れ、傾き 
（ ケヤキ  ）6.枯れ枝の有無  ・枯枝（8m の高さの部位）・同左 ・10ｍ以上部位 

         7.病虫害の発生                                に枯葉目立つ 
         8.葉色の状態                ・樹勢悪し 
         9.その他                  ・今後観察要す 
樹木②（参集所横）1.空洞の有無   ・根元より空洞あり 

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  ・キノコ有り（要注意） ・同左 

         5.木の揺れ、傾き                 9/3 日倒木 
（ ケヤキ  ） 6.枯れ枝の有無  ・枯枝（高 9m 部位、長 5ｍ） ・同左 （強風により） 
         7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他 
樹木③（神門横） 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 
（ イチヨウ ） 6.枯れ枝の有無 
         7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他     ・ワイヤー吊枝、要若木剪定・同左 ・同左 
〔特記事項〕            ①ｷｽﾞ：殺虫剤処理       ③枝葉ワイヤー吊り 
                              （ﾄｯﾌﾟｼﾞﾝﾍﾟｰｽﾄ）     バランス心配 

                                       保護、殺菌剤 

 
 
 
 
          （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（秩父） 

〔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 5/11  ﾁｴｯｸ月日 7/11 ﾁｴｯｸ月日 11/ 2 ﾁｴｯｸ月日  / 
                                          
樹木④（神饌所横）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 ・傾き、     ・同左    ・同左 
（ イチョウ ）6.枯れ枝の有無 
         7.病虫害の発生  ・根部分：白蟻、痩せ ・同左  ・同左 
         8.葉色の状態                 ・葉色悪し 

         9.その他 
樹木⑤（授与所前）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 
（ クスの木  ）6.枯れ枝の有無 
         7.病虫害の発生   
         8.葉色の状態   ・斑点あり    ・同左    ・同左 

         9.その他                   ・ノミ、ダニ付着か？ 
樹木⑥      1.空洞の有無 

（まつり会館横）  2.腐った箇所の有無 
形状寸法     3.樹皮の枯れ、なし・キズ（高 10ｍの位置） ・同左 

 Ｈ×Ｃ×Ｗ    4.キノコの有無 
         5.木の揺れ、傾き 
（ ケヤキ ）  6.枯れ枝の有無  ・幹中程、折れ心配枯れ枝 2 本 ・同左  
         7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他     ・幹えぐれ(幹の下部)、立入り規制必要 

〔特記事項〕            ④傾き、白蟻、痩せ       ④今後伐採する 
                          ：倒木の危険性＝  伐採      かどうか要検討 

                   ﾜｲﾔｰで引く 
                    ⑤斑点：伝染病 
                     ・ｱﾐﾉ酸を根元 
                      に入れる 
                     （酒かす注入：樹勢回復） 

                     ・ﾍﾟｽﾀﾛｰﾁ注入 
                     ・樹木全体衰弱 
 
  
 
            （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（秩父） 

〔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 5/11  ﾁｴｯｸ月日 7/11 ﾁｴｯｸ月日 11/2  ﾁｴｯｸ月日  / 
                          
樹木⑦（東門側） 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 ・枯れ枝あり  ・土壌改良の必要・同左 
（ ケヤキ  ）6.枯れ枝の有無          あり、枯葉あり 

                            （枯死 7 ヶ所あり）・根コンクリ 

         7.病虫害の発生                －ト覆いの影響         
         8.葉色の状態 
         9.その他 
樹木⑧（西道路側）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 
（ ケヤキ  ） 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⑨（西道路側）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 
（ ケヤキ  ） 6.枯れ枝の有無 
         7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他 
〔特記事項〕            ⑧：教育委員会 
                                指定 

 
  
 
 
 
  
 
            （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－6（秩父） 

〔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 5/11 ﾁｴｯｸ月日 7/11   ﾁｴｯｸ月日 11/2 ﾁｴｯｸ月日  / 
                                                    
樹木⑩（北道路側）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                ・生命力あり 

         5.木の揺れ、傾き 
（ ケヤキ ） 6.枯れ枝の有無 

         7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他     ・幹巻込み、幹キズ(高さ 10ｍの位置) 

樹木⑪（西門横） 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 
（ ケヤキ  ） 6.枯れ枝の有無  ・枯枝 

         7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他      

樹木⑫（本殿裏） 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               ・枯れ枝目立つ 
         7.病虫害の発生                                要今後観察 
 ※11 月より追加  8.葉色の状態 
         9.その他      

 〔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         
  
                                                                                   


