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神社境内樹木安全点検チェックシート 
         

香 取 神 社（越谷大沢） 
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〔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 5/23  ﾁｴｯｸ月日 9/8  ﾁｴｯｸ月日 11/14 ﾁｴｯｸ月日 2/24 
 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                  

                               安藤、比留間     安藤、清水   安藤、清水  安藤、比留間 
                      清水、（小林宮司） （小林宮司） （小林宮司）  清水、（小林宮司） 
                      原口樹木医              原口樹木医  原口樹木医 
 樹木①      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                     
 20m＊1m＊５ｍ5.木の揺れ、傾き    有り     5/24・25 日樹木全伐採 
（イチョウ  ）6.枯れ枝の有無   有り 
  NO．３４   7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態    枯れている 
         9.その他      倒木し伐採 
樹木②      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   
 30m＊0.8ｍ＊20m  5.木の揺れ、傾き 
（シイノキ  ） 6.枯れ枝の有無    有り    ・枯枝切取済 
  NO.37    7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他 
樹木③      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 
（サクラ  ）  6.枯れ枝の有無   有り    ・枯枝切取済 
 NO.38     7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他      
〔特記事項〕            
                            
 
 
 
 
 
          （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      



                              

〔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 23 年分 
 点 検 樹 木   点検部位     ﾁｴｯｸ月日 5/23   ﾁｴｯｸ月日 9/8 ﾁｴｯｸ月日 11/ 14 ﾁｴｯｸ月日 2/24 
                                          
樹木④      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  
（サクラ   ）6.枯れ枝の有無   有り    ・枯枝切取済 
  NO.43    7.病虫害の発生   
         8.葉色の状態 
         9.その他 
樹木⑤      1.空洞の有無    有り       ・処置済 

 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   有り     ・枯枝切取済 
 NO.45     7.病虫害の発生   
         8.葉色の状態    
         9.その他      焼けた後（焚き火跡） 
樹木⑥      1.空洞の有無    有り        ・処置済 

  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   
 NO.44     7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他      隣接民家有 
〔特記事項〕             №.44・№45 
                           樹木の脇で 
                   たき火跡 
 
 
 
  
 
            （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     



 

〔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 23 年分 
 点 検 樹 木 点 検 部 位  ﾁｴｯｸ月日 5/23  ﾁｴｯｸ月日 9/8  ﾁｴｯｸ月日 11/14 ﾁｴｯｸ月日 2/24 
                          
樹木⑦            1.空洞の有無           乾いた空洞 

2.腐った箇所の有無 幹に有り   あり    ・幹くされあり ・同じ 

形状寸法    3.樹皮の枯れ、なし 
 Ｈ×Ｃ×Ｗ     4.キノコの有無               ・キノコ発生  ・同じ 
         5.木の揺れ、傾き             
（  フジ   ）6.枯れ枝の有無 
 NO.54     7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態                                ・根に酒かす必要 
         9.その他     （フジの特徴） 
樹木⑧            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 
（ シイノキ ） 6.枯れ枝の有無   有り     ※特に危険なし ・問題なし  ・枯れ枝あり 

 NO.62     7.病虫害の発生 
（マテバシイ）  8.葉色の状態 
         9.その他                         ・主枝に亀裂あり 
樹木⑨            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              ・青々としている 
 Ｈ×Ｃ×Ｗ    4.キノコの有無 
         5.木の揺れ、傾き 
（トウカエデ）  6.枯れ枝の有無                ・枝選定、カル 
 NO.76     7.病虫害の発生                 メイト塗る 
         8.葉色の状態 
         9.その他      丸坊主    ※布巻き済み 
〔特記事項〕                         ※布巻＝原口 ・54：殺菌剤 
                                     先生    カルス 
                                  メイト 
                                     塗ること 
                                  （幹両側に塗ること） 

 
                                  ・54：葉色悪し 
  
 
            （凡例） 異常あり：（事項欄にメモ）、太斜字＝今後、処置    



〔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 5/23  ﾁｴｯｸ月日 9/8    ﾁｴｯｸ月日 11/14 ﾁｴｯｸ月日 2/24 
                                                    
樹木⑩            1.空洞の有無                ・空洞あり  ・同じ 

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 
（シイノキ  ） 6.枯れ枝の有無               ・枯れ枝要注意・同じ 
  NO.57     7.病虫害の発生 
         8.葉色の状態 
         9.その他     
樹木⑪           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               
（メタセコイヤ） 6.枯れ枝の有無               ・枯れ枝あり要注意 ・同じ 
         7.病虫害の発生 
  NO.76     8.葉色の状態 
         9.その他      
                                                        ・NO57、76 
                               11 月より点検 
                                    指定 
 

 
・NO76 状況見 
 て枝切り 
 
 

 
 
 
                       
〔特記事項〕        
                   
 
  
 
 
           （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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