
１
外観診断

初期診断表

平成27年10月30日 

各地区総合支所・ まちづく り担当 

公園等樹木の健全度調査結果と対応状況について 

１ 公園等樹木の健全度調査について 

１） 背景・ 目的 

 公園・ 児童遊園等（ 以下「 公園等」 という。） の緑は、子供からお年寄りま

での幅広い年齢層の自然とのふれあいができる区民の憩いの場、活動の場を形

成しているだけでなく 、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など良好な都市

環境の改善に寄与しています。

このような環境を保持するため、区は、平成25年6月に「 樹木管理マニュ

アル」 を策定し、これに基づきすべての公園等にある樹木に「 3年に1度樹木

医による点検」 を実施することとしています。  

公園等の樹木の健全度調査は、活力の衰えた樹木や倒木・ 幹折れ・ 枝折れな

どの危険性がある樹木を早期に発見して、適切な処置を施すことにより、樹木

の健全な育成を図り、樹木による事故を防止することを目的として行うもので

す。

２） 調査対象

  公園、児童遊園、遊び場、緑地にあるすべての「 高木」 を対象とし、調査し

ました。  

※「 高木」： 樹高3ｍ以上の樹木に区分されるもの 

３） 調査内容 

①樹木点検（ 初期診断）  

目視を中心に空洞や樹幹の傾斜、キノコの有無などの観察を行い、緊急対

応及び外観診断の必要性の有無を樹木医が点検しました。  

②外観診断 

目視により樹勢、樹形、病虫害等の観察や、木槌やバール等の道具を使用

して樹木の構造等を確認し、樹木に異常がないかを樹木医が診断しました。  

③精密診断 

 外観診断により異常が確認された樹木を対象に、小さな径のドリルを挿入

し腐朽状態を詳細に測定分析しました。  

※「 樹木医」：（ 財） 日本緑化センター認定登録の「 樹木医」 有資格者 
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４） 調査期間 

平成26年6月から平成27年5月までに調査しました。  

なお、伐採、剪定や支柱設置などは順次、実施しました。  

２  調査結果 

１） 樹木点検結果 

   各総合支所において、合計5, 315本の樹木を調査しました。  

樹木点検により「 緊急対応が必要」 と診断されたものは、伐採や剪定、支柱

設置等の対応を行いました。  

また、樹勢や樹木の構造等に異常の疑いがあると診断されたものは、「 外観

診断」 を実施しました。  

樹木点検 

（ 本）  

緊急対応が

必要 

（ 本）  

対応状況 
外観診断 

（ 本）  伐採 

（ 本）  

剪定・ 支

柱設置等

（ 本）  

芝 614 4 0 4 44 

麻  布 345 8 5 3 36 

赤  坂 1, 181 11 6 5 220 

高  輪 1, 611 10 3 7 72 

芝浦港南 1, 564 34 6 28 191 

合  計 5, 315 67 20 47 563 
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２）外観診断結果 

外観診断を実施し健全度の判定を行いました。 

外観診断実施樹木のうち精密診断が必要と判断されたものは精密診断を実 

施した後、総合的な健全度の判定を行いました。 

外観診断 

（本） 

精密診断 

（本） 

健   全   度 

Ａ Ｂ１ Ｂ２ Ｃ 

芝 44 32 2 19 22 1 

麻  布 36 0 8 22 5 1 

赤  坂 220 45 21 52 96 51 

高  輪 72 5 4 27 36 5 

芝浦港南 191 72 0 9 127 55 

合  計 563 154 35 129 286 113 

健  全  度 調査後の対応 

Ａ 健全か健全に近い 異常なく、調査後の観察は不要 

Ｂ１ 注意すべき被害が見られる 長期周期での観察が必要 

Ｂ２ 著しい被害が見られる 処置と短期周期での観察が必要 

Ｃ 不健全 伐採が必要 

３ 調査後の対応 

１）Ｂ１と判定された樹木 

注意すべき被害が見られる樹木のため、観察を続けています。 

２）Ｂ２と判定された樹木 

著しい被害が見られる樹木のため、必要に応じて枝の剪定や支柱の取替えな

どを行いました。その後、観察を続けています。 

３）Ｃと判定された樹木 

倒木や幹折れの危険性がある不健全な樹木のため、伐採しました。 

４ 補植について 

  伐採後、同位置に樹木を補植することが可能か、不健全となった要因を含め、検

証します。補植をしても既存の樹木の枝葉などで十分な日照が得られないなど、樹

木が健全に育たないことが考えられる場合は、公園内の他の位置に植栽ができない

か検討します。樹木が密集している場合には、現在ある樹木の健全な育成を優先し

ていくこととします。 
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＜芝地区総合支所＞ 樹木点検 
受 注 者： 株式会社アカネ 

調査期間： 平成26年7月から 12月まで 

樹木点検で、緊急対応の必要性ありと判定された樹木の一覧表 

名 称 樹種名 判定理由 対応状況 

浜崎公園 シラカシ 枯枝あり 剪定済 

桜田公園 イチョウ 枝に腐朽あり 剪定済 

南桜公園 サクラ 枯枝あり 剪定済 

南桜公園 サクラ 枝に腐朽あり 剪定済 

＜芝地区総合支所＞ 外観診断 
受 注 者： 株式会社アカネ 

調査期間： 平成27年2月から 3月まで 

外観診断で、Ｃ（ 不健全） と判定された樹木の一覧表 

名 称 樹種名 判定理由 対応状況 

芝公園 スダジイ 幹下部にも空洞があったため 伐採済
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芝地区総合支所の緊急対応樹木・ Ｃ判定樹木

赤字 ： Ｃ判定樹木 

青字 ： 緊急対応樹木 

・ シラカシ 1本

浜崎公園

・ スダジイ 1本

芝公園

・ サクラ 2本

南桜公園

・ イチョウ 1本

桜田公園
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＜麻布地区総合支所＞ 樹木点検 

受 注 者： 株式会社アカネ 

調査期間： 平成26年7月から 9月まで 

樹木点検で、緊急対応の必要性ありと判定された樹木の一覧表 

名称 樹種名 判定理由 対応状況

笄公園 オニグルミ 幹に腐朽あり 伐採済

三河台公園 サクラ 枯枝あり 剪定済

三河台公園 トウネズミモチ 根元に腐朽あり 伐採済

さくら坂公園 ケヤキ 枯枝あり 剪定済

六本木西公園 サクラ 根元に腐朽あり 伐採済

横川省三記念公園 マテバシイ 幹に腐朽あり 伐採済

宮村児童遊園 サクラ 枯枝あり 剪定済

宮村児童遊園 トウネズミモチ 根元に空洞あり 伐採済

＜麻布地区総合支所＞ 外観診断 

受 注 者： 株式会社山本造園 

調査期間： 平成27年5月 

外観診断で、Ｃ（ 不健全） と判定された樹木の一覧表 

名称 樹種名 判定理由 対応状況 

狸穴公園 トウネズミモチ 根元に腐朽あり、揺れが大きい 伐採済 
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麻布地区総合支所の緊急対応樹木・ Ｃ判定樹木

三河台公園 

トウネズミモチ 1本

青  字：緊急対応樹木 

赤  字：Ｃ判定樹木 

笄公園 

さくら坂公園 

横川省三記念公園

六本木西公園

狸穴公園 

宮村児童遊園 

オニグルミ 1本

トウネズミモチ 1本 

サクラ 1本 

ケヤキ 1本 

サクラ 1本 

マテバシイ 1本

サクラ 1本     

トウネズミモチ 1本 
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＜赤坂地区総合支所＞ 樹木点検 
受 注 者： かたばみ興業株式会社 

調査期間： 平成26年8月 

樹木点検で、緊急対応の必要性ありと判定された樹木の一覧表 

名 称 樹種名 判定理由 対応状況 

高橋是清翁記念公園 スダジイ 開口に空洞あり 打音異常あり 支柱設置済

乃木公園 カキ 開口に空洞あり 樹木傾斜 支柱設置済

乃木公園 スダジイ 腐朽あり 打音異常あり 支柱設置済

乃木公園 スダジイ 樹木傾斜 折損の恐れあり 伐採済

乃木公園 ネズミモチ 樹木の傾斜あり キノコあり 伐採済

檜町公園 ハナミズキ 開口に空洞あり 揺らぎあり 伐採済

檜町公園 ハナミズキ 樹勢不良 揺らぎあり 伐採済

青山公園 ユズリハ 樹勢不良 揺らぎあり 伐採済

南青山三丁目児童遊園 モミジ 腐食あり 剪定済

北青山一丁目児童遊園 サルスベリ 揺れあり 支柱設置済

青山五丁目児童遊園 スダジイ 腐朽あり 打音異常あり 伐採済
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＜赤坂地区総合支所＞ 外観診断 
受 注 者： かたばみ興業株式会社 

調査期間： 平成27年1月 

外観診断で、Ｃ（ 不健全） と判定された樹木の一覧表 

名 称 樹種名 判定理由 
対応 

状況 

一ツ木公園 アカメガシワ 根元に開口空洞があり、倒木の危険あり 伐採済

一ツ木公園 アカメガシワ 幹に腐朽部があり、倒木の危険あり 伐採済

一ツ木公園 ソメイヨシノ 大部分が枯死している 伐採済

一ツ木公園 ソメイヨシノ 倒木の危険があり、樹形回復の見込みなし 伐採済

一ツ木公園 ソメイヨシノ 枝がほとんどなく 、健全な育成の見込みなし 伐採済

一ツ木公園 ソメイヨシノ 大部分が枯死している 伐採済

氷川公園 トウネズミモチ 根元の被害あり、活力が衰退傾向にあり回復の見込みなし 伐採済

氷川公園 ヤマボウシ 活力が衰退傾向にあり回復の見込みなし 伐採済

高橋是清翁記念公園 イロハモミジ 樹形不良により回復の見込みなし 伐採済

高橋是清翁記念公園 サクラ類 大枝の付け根が入り皮となり、強度不足 伐採済

高橋是清翁記念公園 スダジイ 樹形不良・ 活力が衰退傾向にあり回復の見込みなし 伐採済

乃木公園 サンゴジュ 幹の空洞が芯に達し、幹折れの可能性あり 伐採済

乃木公園 スダジイ 活力が衰退傾向にあり回復の見込みなし 伐採済

乃木公園 スダジイ 根元から幹にかけて腐朽あり キノコの着色あり 伐採済

乃木公園 スダジイ 幹の空洞が芯に達し、キノコの着色あり 伐採済

乃木公園 トウネズミモチ 活力が衰退傾向にあり回復の見込みなし 伐採済

乃木公園 トウネズミモチ 根元が腐朽し、キノコの着色あり 伐採済

乃木公園 トウネズミモチ 多数の空洞があり、倒木の危険あり 伐採済

乃木公園 トウネズミモチ 活力が衰退傾向にあり回復の見込みなし 伐採済

乃木公園 トウネズミモチ 幹の空洞が芯に達し、キノコの着色あり 伐採済

乃木公園 トウネズミモチ 大枝の空洞が芯に達し、樹形崩壊の可能性あり 伐採済

乃木公園 ネズミモチ 活力が衰退傾向にあり回復の見込みなし 伐採済

乃木公園 ミツデカエデ 幹の空洞が芯に達し、キノコの着色あり 伐採済

檜町公園 イロハモミジ 樹形崩壊しており、回復の見込みなし 伐採済

檜町公園 イロハモミジ 活力が衰退傾向にあり、倒木の危険あり 伐採済

檜町公園 イロハモミジ 
根元から幹にかけて樹皮欠損・腐朽あり 回復の見込みな

し
伐採済

檜町公園 イロハモミジ 樹幹傾斜、揺らぎあり 伐採済

檜町公園 ソヨゴ 枯死する状態であり、回復の見込みなし 伐採済

檜町公園 ハナミズキ 活力が衰退傾向にあり回復の見込みなし 揺らぎあり 伐採済

檜町公園 ハナミズキ 
根元・幹の空洞が芯に達し、回復の見込みなし 揺らぎあ

り
伐採済

檜町公園 モッコク 活力が衰退傾向にあり回復の見込みなし 伐採済

檜町公園 ヤマモミジ 活力が衰退傾向にあり回復の見込みなし 伐採済

青葉公園 カヤ 樹形不良、根元から幹全体にかけて樹皮が悪い 伐採済

青葉公園 カヤ 樹形不良、根元から幹全体にかけて樹皮が悪い 伐採済
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青葉公園 ネズミモチ 樹形不良、根元から幹全体にかけて樹皮が悪い 伐採済

青葉公園 ネズミモチ 根元から空洞が芯に達し、キノコの着色あり 伐採済

一ツ木児童遊園 トウネズミモチ 根元から幹にかけて腐朽の進行あり 伐採済

南一児童遊園 サワラ 根元と幹に貫通した空洞あり、倒木の危険あり 伐採済

南一児童遊園 サワラ 活力が衰退傾向にあり回復の見込みなし 伐採済

南一児童遊園 サワラ 活力が衰退傾向にあり回復の見込みなし 打音異常あり 伐採済

南一児童遊園 サワラ 樹形不良 根張りがなく回復の見込みなし 伐採済

南青山三丁目児童遊園 サワラ 根元、幹に腐朽が進行し、樹形不良 伐採済

南青山六丁目児童遊園 サワラ 根元・ 幹の空洞が芯に達し、回復の見込みなし 伐採済

南青山六丁目児童遊園 サワラ 
根元・幹にかけて腐朽、回復の見込みなし 打音の異常あ

り
伐採済

南青山六丁目児童遊園 サワラ 
根元・幹にかけて腐朽、回復の見込みなし 打音の異常あ

り
伐採済

南青山六丁目児童遊園 サワラ 
根元・幹にかけて腐朽、回復の見込みなし 打音の異常あ

り
伐採済

南青山六丁目児童遊園 サワラ キノコの着色あり 樹形不良 伐採済

青山五丁目児童遊園 トウネズミモチ 大部分が腐朽あり 伐採済

氷川神社境内遊び場 サクラ類 樹形不良 幹の腐朽が進行し、倒木の危険あり 伐採済

氷川神社境内遊び場 サクラ類 樹形不良 倒木の危険あり 伐採済

氷川神社境内遊び場 スダジイ 内部腐朽が進行し、倒木の危険あり 打音の異常あり 伐採済
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赤坂地区総合支所の緊急対応樹木・ Ｃ判定樹木

南一児童遊園

北青山一丁目児童遊園

一ツ木児童遊園

乃木公園

南青山六丁目児童遊園

南青山三丁目児童遊園

一ツ木公園

檜町公園

青葉公園

氷川公園

高橋是清翁記念公園

・ 2本

青字：緊急対応樹木

赤字： Ｃ判定樹木

青山五丁目児童遊園

氷川神社境内遊び場

・ 1本 ・ 3本

青山公園

・ 6本

・ 4本・ 12本

・ 1本

・ 3本

・ 2本・ 9本

・ 1本

・ 4本

・ 1本

・ 4本

・ 1本・ 1本

・ 1本・ 1本

・ 5本
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＜高輪地区総合支所＞ 樹木点検 
受 注 者： 株式会社山本造園 

調査期間： 平成26年6月から 10月まで 

樹木点検で、緊急対応の必要性ありと判定された樹木の一覧表 

名称 樹種名 判定理由 対応状況 

亀塚公園 アカガシ 枯枝あり 剪定済

亀塚公園 サクラ 枯枝あり 剪定済

亀塚公園 サクラ 枯枝あり 剪定済

亀塚公園 サクラ 枯枝あり 剪定済

亀塚公園 サクラ  太枝の傾斜あり 剪定済

高輪公園 サクラ  極度の衰弱がみられる 伐採済

白金公園 サクラ 樹形の著しい傾斜あり 伐採済

白金公園 サクラ 枝先枯枝多数あり 樹形不良 伐採済

白金児童遊園 サクラ 枯枝あり 剪定済

白金児童遊園 サクラ 支柱破損 支柱交換済

＜高輪地区総合支所＞ 外観診断 
受 注 者： 株式会社山本造園 

調査期間： 平成26年11月 

外観診断で、Ｃ（ 不健全） と判定された樹木の一覧表 

名称 樹種名 判定理由 対応状況 

高輪森の公園 サクラ 幹分岐部から 1本枯死 伐採済 

高輪森の公園 シロダモ 幹全体枯死 伐採済 

高輪公園  ケヤキ 根元の開口空洞が大きい 伐採済 

高輪公園 ケヤキ 樹皮枯死欠損のため 伐採済 

承教寺前遊び場 フジ 樹皮枯死欠損のため 伐採済 
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高輪地区総合支所の緊急対応樹木・ Ｃ判定樹木 

： 調査路線
青字：緊急対応樹木

赤字： Ｃ判定樹木

サクラ 4本

アカガシ 1本

サクラ 2本

サクラ １本

ケヤキ ２本

白金公園

亀塚公園

高輪公園

高輪森の公園

サクラ １本

シロダモ 1本

白金児童遊園

サクラ 2本

承教寺前遊び場

フジ 1本
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＜芝浦港南地区総合支所＞ 樹木点検 
受 注 者： かたばみ興業株式会社 

調査期間： 平成26年6月から 7月まで 

樹木点検で、緊急対応の必要性ありと判定された樹木の一覧表 
名 称 樹種名 判定理由 対応状況 

芝浦公園 エゴノキ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

芝浦公園 カツラ 樹勢不良で大きな揺らぎあり 支柱設置済 

芝浦公園 サクラ 樹木が傾斜し樹勢不良である 剪定済・ 支柱設置済 

芝浦公園 トウネズミモチ 枯死のため、伐採する必要あり 伐採済 

芝浦公園 ヒノキ 大枝に亀裂あり 剪定済 

芝浦公園 ヒメリンゴ 樹勢・ 樹形著しく不良のため伐採する必要あり 伐採済 

芝浦公園 ヒメリンゴ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

東八ツ山公園 スダジイ 中枝に亀裂あり 剪定済 

港南和楽公園 ハナミズキ 揺れが大きいため支柱設置が必要 剪定済・ 支柱設置済 

末広橋児童遊園 ニセアカシア 根元・ 幹が腐朽し、ベッコウダケ発生 伐採済 

港南三丁目遊び場 サクラ  揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

港南三丁目遊び場 サクラ 中枝にキノコあり 剪定済 

新芝運河沿緑地 カリン 樹勢不良で揺れが大きい 伐採済 

新芝運河沿緑地 カリン 樹勢不良で揺れが大きい 伐採済 

芝浦西運河沿緑地 カツラ 枯死のため、伐採する必要あり 伐採済 

芝浦西運河沿緑地 コノテガシワ 揺れが大きいため支柱結束直しが必要 支柱再結束済 

高浜運河沿緑地 サルスベリ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 サルスベリ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 サルスベリ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 サルスベリ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 サルスベリ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 サルスベリ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 ネムノキ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 ハナミズキ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 ハナミズキ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 ヒメゴウゾ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 ヤマグワ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 ヤマグワ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 ヤマグワ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 ヤマグワ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 ヤマグワ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 ヤマグワ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 ヤマグワ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 

高浜運河沿緑地 ヤマグワ 揺れが大きいため支柱設置が必要 支柱設置済 
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＜芝浦港南地区総合支所＞ 
受 注 者： かたばみ興業株式会社 

調査期間： 平成27年2月 

外観診断で、Ｃ（ 不健全） と判定された樹木の一覧表 
名 称 樹種名 判定理由 対応状況 

芝浦公園 エゴノキ 樹勢が衰退し、幹、大枝に障害部が多い 伐採済 

芝浦公園 カツラ 根元内部腐朽が大きい 伐採済 

芝浦公園 ニセアカシア 根元の内部腐朽が著しく進行している 伐採済 

芝浦公園 ヒメリンゴ 虫の穿孔害が著しく 、今後枯死するおそれあり 伐採済 

高浜公園 クスノキ 大枝の芯に達する大きな空洞あり 伐採済 

高浜公園 サクラ 根元から幹に大きな空洞あり 伐採済 

埠頭公園 ケヤキ 樹勢が衰退し、腐朽が著しく進行している 伐採済 

埠頭公園 サンゴジュ 根元の腐朽が進行し、揺らぎがある 伐採済 

埠頭公園 サンゴジュ 根元の芯に達する空洞があり、大きな揺らぎがある 伐採済 

埠頭公園 サンゴジュ 幹が腐朽し、根元に空洞があり、大きな揺らぎがある 伐採済 

埠頭公園 スダジイ 根元から大きく揺らぎ、幹を貫通する空洞あり 伐採済 

埠頭公園 スダジイ 幹の芯に達する空洞とキノコの着生あり 伐採済 

埠頭公園 ニセアカシア 幹の切除痕の腐朽が進み、樹形回復が困難 伐採済 

埠頭公園 ニセアカシア 根元に大きな空洞があり、大枝に障害あり 伐採済 

埠頭公園 ニセアカシア 大枝に大きな障害部が多数ある 伐採済 

埠頭公園 ネズミモチ 幹が大きく腐朽し、キノコの着生あり 伐採済 

埠頭公園 マテバシイ 根元と幹が大きく腐朽し、打音異常あり 伐採済 

埠頭公園 マテバシイ 幹の芯に達する空洞があり、キノコの着生あり 伐採済 

東八ツ山公園 シモクレン 幹の芯に達する空洞があり、進行中の腐朽あり 伐採済 

東八ツ山公園 スダジイ 幹に空洞があり、腐朽が大きい 伐採済 

東八ツ山公園 ﾄｳﾈｽ゙ ﾐﾓﾁ 根元の芯に達する空洞があり、回復の見込みなし 伐採済 

港南公園 クスノキ 根元が大きく腐朽して、キノコの着生あり 伐採済 

港南公園 サクラ 切除痕から大きく枯れ下がり、回復の見込みなし 伐採済 

港南公園 マテバシイ 幹が大きく腐朽し、揺らぎや傾斜あり 伐採済 

港南緑水公園 イチョウ 幹の芯に達する空洞が複数あり 伐採済 

港南緑水公園 ケヤキ 大枝２本に大きな腐朽があり、回復の見込みなし 伐採済 

港南緑水公園 サクラ 樹木全体に腐朽が進行し、多種キノコの着生あり 伐採済 

港南緑水公園 サクラ コフキタケの着生多数あり、回復の見込みなし 伐採済 

お台場ﾚｲﾝﾎ゙ 公ー園 アキニレ 根元にベッコウダケの着生がある 伐採済 

お台場ﾚｲﾝﾎ゙ 公ー園 ｱﾒﾘｶﾃ゙ ｲｺ゙  全ての大枝に大きな腐朽がある 伐採済 

お台場ﾚｲﾝﾎ゙ 公ー園 ｱﾒﾘｶﾃ゙ ｲｺ゙  全ての大枝に芯に達する腐朽がある 伐採済 

お台場ﾚｲﾝﾎ゙ 公ー園 イチョウ 幹の切除痕から大きく腐朽し、打音異常あり 伐採済 

お台場ﾚｲﾝﾎ゙ 公ー園 エゴノキ 幹に大きな樹皮枯死があり、根元から揺らぎがある 伐採済 

船路橋児童遊園 サワラ 樹形不良・ 活力衰退傾向にあり、将来性なし 伐採済 

船路橋児童遊園 ﾄｳﾈｽ゙ ﾐﾓﾁ 幹の空洞が芯に達し、根元にキノコの着生あり 伐採済 

末広橋児童遊園 プラタナス 幹、大枝に障害部が多く 、大枝の腐朽が進行している 伐採済 

港南三丁目遊び場 サクラ 幹の芯に達する大きな空洞あり 伐採済 

港南三丁目遊び場 サクラ 樹皮の枯死・ 欠損があり、大きく傾斜している 伐採済 

港南三丁目遊び場 サクラ 大枝がなく 、樹形崩壊している 伐採済 
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港南三丁目遊び場 マテバシイ 樹皮の欠損・ キノコの着生・ 揺らぎがある 伐採済 

港南三丁目遊び場 マテバシイ 樹皮の枯死・ 欠損があり、揺らぎがある 伐採済 

港南三丁目遊び場 マテバシイ 樹皮の枯死・ 欠損があり、活力衰退傾向にある 伐採済 

新芝運河沿緑地 カリン 揺らぎが大きく倒木の危険性がある 伐採済 

新芝運河沿緑地 カリン 活力衰退傾向にあり、揺らぎがある 伐採済 

新芝運河沿緑地 カリン 活力衰退傾向にあり、揺らぎがある 伐採済 

新芝運河沿緑地 カリン 大枝から幹に腐朽があり、回復の見込みなし 伐採済 

新芝運河沿緑地 サンゴジュ 根元から樹皮欠損があり、揺らぎがある 伐採済 

新芝運河沿緑地 サンゴジュ 根元の腐朽が進行しており、幹折れの危険性が大きい 伐採済 

芝浦西運河沿緑地 ネズミモチ 根元にキノコの着生があり、幹が腐食している 伐採済 

高浜運河沿緑地 サクラ 樹皮の枯死があり、キノコの着生がある 伐採済 

高浜運河沿緑地 ハナミズキ 樹皮欠損があり、揺らぎがある 伐採済 

高浜運河沿緑地 ハナミズキ 切断痕から腐朽が進行し、回復の見込みなし 伐採済 

高浜運河沿緑地 ハナミズキ 切断痕から枯れ下がりがあり、回復の見込みなし 伐採済 

高浜運河沿緑地 ヤマモモ 幹の芯に達する空洞があり 伐採済 

高浜運河沿緑地 ヤマグワ 幹に貫通した空洞・ 腐朽があり、揺らぎがある 伐採済 
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・ 7本 

・ 4本 

・ 1本 

・ 1本 

・ 2本 

・ 6本 

・ 18本 

・ 6本 

・ 12本 

・ 4本 

・ 2本

・ 6本 

・ 2本

・ 1本 

・ 3本 

・ 5本 

末広橋児童遊園

新芝運河沿緑地

高浜運河沿緑地

お台場レインボー公園

東八ツ山公園

高浜公園

港南公園

港南緑水公園

埠頭公園

・ 2本 

船路橋児童遊園

・ 2本 

・ 1本 

芝浦西運河沿緑地

芝浦港南地区総合支所の緊急対応樹木・ Ｃ判定樹木 

青字：緊急対応樹木

赤字： Ｃ判定樹木

港南三丁目遊び場

芝浦公園

港南和楽公園

・ 1本 

・ 3本
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