
平成２１年度事業報告                    

 

１ 役員会開催 

  （１）評議員会 

    第１回評議員会 

     日 時： 平成２１年５月１８日（月）１３時～１４時３０分 

     場 所： 喫茶室ルノアール新宿三丁目ビッグスビル店 ７号室 

          （東京都新宿区新宿２－１９－１ Ｂ２Ｆ） 

     出席者： 見城 敏子，大杉 誠，林 康夫，坂本新一郎，中北 宏 

     委任状： 田中 茂，林 晃史，加藤 寛也，石崎 武志 

     その他の出席者： 

          理事長  三浦 定俊 

          常務理事 和田 勝彦 

          理 事  山野 勝次 

          監 事  細川 哲郎 

          公認会計士 立石 善一 

          事務局  渡邉 彩，鈴木 清子，小峰 幸夫 

 

     議 案： １） 平成２０年度事業実施報告について 

          ２） 平成２０年度収支決算報告について 

          ３） 平成２１年度主要事項と日程報告 

          ４） 公益法人制度改革の状況報告 

          ５） 「総合調整委員会（仮称）」について 

          ６） 「総合的防除対策検討委員会（仮称）」について 

          ７） その他 

 

    第２回評議員会 

     日 時： 平成２１年１１月１９日（木）１３時３０分～１５時 

     場 所： 住友不動産新宿アークタワー１階 ROOM２ 

          （東京都新宿区新宿６－８－１ 住友不動産新宿アークタワー） 

     出席者： 大杉 誠，林 康夫，中北 宏 

     委任状： 坂本新一郎，林 晃史，田中 茂，加藤 寛也，石﨑 武志 

     欠席者： 見城 敏子 

     その他の出席者： 

          理事長  三浦 定俊 

          常務理事 和田 勝彦 

          監 事  小谷野匡子，細川 哲郎 

          公認会計士 立石 善一 

          事務局  渡邉 彩，鈴木 清子，小峰 幸夫 

 

     議 案： １）新公益法人制度への対応について 

           ① 基本的方向性について 

           ② 移行方式について 

           ③ 移行認定までの全体のスケジュールについて 

           ④ 「最初の評議員」の選任について 

           ⑤ 定款の内容となる事項のうち主要なものについて 

           ⑥ 今後の進め方について 

          ２） その他 

 



    第３回評議員会 

     日 時： 平成２２年１月２６日（火）１３時３０分～１５時００分 

     場 所： 飯田橋レインボービル １階 Ｂ会議室 

          （東京都新宿区市谷船河原１１番地） 

     出席者： 見城 敏子，大杉 誠，林 康夫，坂本新一郎，林 晃史， 

          田中 茂，加藤 寛也 

     委任状： 石﨑 武志 

     欠席者： 中北 宏 

     その他の出席者： 

          理事長  三浦 定俊 

          常務理事 和田 勝彦 

          監 事  小谷野匡子，細川 哲郎 

          公認会計士 立石 善一 

          事務局  渡邉 彩，鈴木 清子，小峰 幸夫 

     議 案： １） 平成２２年度事業計画，収支予算案について 

          ２） 公益法人改革について 

           ① 最初の評議員選定委員会について 

           ② 最初の評議員案について 

           ③ 事業内容について 

          ３） その他 

 

  （２）理事会 

    第１回理事会 

     日 時： 平成２１年５月１８日（月）１４時４５分～１７時 

     場 所： 喫茶室ルノアール新宿三丁目ビッグスビル店 ７号室 

          （東京都新宿区新宿２－１９－１ B１F） 

     出席者： 三浦 定俊，和田 勝彦，山野 勝次，清水 洋志，新井 英夫， 

          坂本 輝美，田村 正人 

     委任状： 新庄 五朗，黒澤 眞次 

     その他の出席者： 

          評議員 大杉 誠 

          監 事 小谷野匡子，細川 哲郎 

          公認会計士 立石 善一 

          事務局 渡邉 彩，鈴木 清子，小峰 幸夫 

     議 案： 第１号議案 平成２０年度事業実施報告について 

          第２号議案 平成２０年度収支決算報告について 

          第３号議案 平成２１年度主要事項と日程報告について 

          第４号議案 公益法人制度改革の状況報告について 

          第５号議案 「総合調整委員会（仮称）」について 

          第６号議案 「総合的防除対策検討委員会（仮称）」について 

          第７号議案 その他 

 

    第２回理事会 

     日 時： 平成２１年１１月１９日（月）１５時３０分～１７時 

     場 所： 住友不動産新宿アークタワー１階 ROOM２ 

          （東京都新宿区新宿６－８－１住友不動産新宿アークタワー） 

     出席者： 三浦 定俊，和田 勝彦，山野 勝次，清水 洋志，新井 英夫， 

          坂本 輝美，田村 正人，新庄 五朗 

     委任状： 黒澤 眞次 

     その他の出席者： 



          評議員 大杉 誠 

          監 事 小谷野匡子，細川 哲郎 

          公認会計士 立石 善一 

          事務局 渡邉 彩，鈴木 清子，小峰 幸夫 

     議 案： １） 新公益法人制度への対応について 

           ① 基本的方向性について 

           ② 移行方式について 

           ③ 移行認定までの全体のスケジュールについて 

           ④ 「最初の評議員」の選任について 

           ⑤ 定款の内容となる事項のうち主要なものについて 

           ⑥ 今後の進め方について 

          ２） その他 

 

    第３回理事会 

     日 時： 平成２２年１月２６日（火）１５時３０分～１７時 

     場 所： 飯田橋レインボービル 1 階 Ｂ会議室 

          （東京都新宿区市谷船河原１１番地） 

     出席者： 三浦 定俊，和田 勝彦，山野 勝次， 清水 洋志，坂本 輝美， 

          田村 正人，新庄 五朗，黒沢 眞次 

     欠席者： 新井 英夫 

     その他の出席者： 

          評議員 大杉 誠 

          監 事 小谷野匡子，細川 哲郎 

          公認会計士 立石 善一 

          事務局  渡邉 彩，鈴木 清子，小峰 幸夫 

     議 案： １） 平成２２年度事業計画，収支予算案について 

          ２） 公益法人改革について 

           ① 最初の評議員選定委員会について 

           ② 最初の評議員案について 

           ③ 事業内容について 

          ３） その他 

 

２ 委員会等開催 

  （１）総合的防除対策検討委員会 

    第１回総合的防除対策検討委員会 

     日 時： 平成２１年８月２５日（火）１３時３０分から１５時３０分 

     場 所： 学士会館 ３０３号室 

          （東京都千代田区神田錦町３－２８） 

     出席者： 川越 和四，木川 りか，林 晃史，宮地 宏幸，守口 哲哉， 

          山野 勝次 

     その他の出席者： 

          理事長 三浦 定俊 

          常務理事 和田 勝彦 

          事務局 鈴木 清子，小峰 幸夫 

     議 題： １） 旧文化財虫菌害防除処理委員会における検討事項と今後の取

扱いについて 

          ２） 今後の文化財生物被害防除対策のあり方と文化財虫害研究所

の役割について 

          ３） 本委員会の進め方について 

          ４） その他 



    第２回総合的防除対策検討委員会 

     日 時： 平成２２年３月３０日（火）１３時３０分から１５時３０分 

     場 所： 財団法人文化財虫害研究所 

          （東京都新宿区新宿２－１－８エスケー新宿御苑ビル６階） 

     出席者： 川越 和四，木川 りか，林 晃史，宮地 宏幸，守口 哲哉， 

          山野 勝次 

     その他の出席者： 

          理事長  三浦 定俊 

          常務理事 和田 勝彦 

          事務局  渡邉 彩，鈴木 清子，小峰 幸夫 

     議 題： １） 今後の文化財生物被害防除対策の課題 

          ２） 文化財虫害研究所の果たすべき役割 

 

  （２）機関誌等編集委員会 

    第１回機関誌等編集委員会 

     日 時： 平成２１年９月１４日（月）１３時３０分から１５時３０分 

     場 所： NATULUCK（ナチュラック）会議室四谷 

          （東京都新宿区四谷１－２三浜ビル３階） 

     出席者：  田村 正人，辻 英明，木川 りか，山野 勝次 

     欠席者： 矢口 行雄 

     その他の出席者： 

          理事長  三浦 定俊 

          常務理事 和田 勝彦 

          事務局  渡邉 彩，小峰 幸夫 

     議 題： １） 「文化財の虫菌害」No.５８について 

２） 平成２２年度発行「文化財の虫菌害」No.５９,６０について 

          ３） その他 

 

  （３）総合調整委員会 

    第１回総合調整委員会 

     日 時： 平成２２年１月１９日（火）１３時３０分から１５時 

     場 所： 学士会館 ３１０号室 

          （東京都千代田区神田錦町３－２８） 

     出席者： 石﨑 武志，坂本新一郎，坂本 輝美，立石 善一， 

          林 晃史，細川 哲郎，山野 勝次 

     その他の出席者： 

          理事長  三浦 定俊 

          常務理事 和田 勝彦 

          事務局  渡邉 彩，鈴木 清子，小峰 幸夫 

     議 題： １）平成２２年度事業計画案，収支予算書案について 

          ２）文虫研の今後のあり方について 

          ３） 公益法人制度改革について 

           ① 公益移行認定までの全体スケジュールについて 

           ② 公益財団法人化の基本的方向について 

           ③ 事業内容について 

          ４） その他 

 

  （４）最初の評議員選定委員会について 

    第１回最初の評議員選定委員会 

     日 時： 平成２２年２月１５日（月）１５時から１７時 



     場 所： 財団法人文化財虫害研究所 

          （東京都新宿区新宿２－１－８ エスケー新宿御苑ビル６階） 

     出席者： 見城 敏子，小谷野匡子，細川 哲郎，木川 りか，矢口 行雄 

     その他の出席者：  

          理事長  三浦 定俊 

          常務理事 和田 勝彦 

          事務局  渡邉 彩，鈴木 清子 

     議 題： １） 最初の評議員の選定について 

            ① 制度の概要説明 

            ② 最初の評議員の選定審議 

          ２） その他 

 

  （５）文化財虫菌害防除作業主任者能力認定委員会 

        第１回文化財虫菌害防除作業主任者能力認定委員会 

     日 時： 平成２２年３月９日（火）１３時３０分から１５時３０分 

     場 所： 財団法人文化財虫害研究所 

          （東京都新宿区新宿２－１－８エスケー新宿御苑ビル６階） 

     出席者： 田村 正人，林 康夫，山野 勝次 

     委任状： 田中 茂，野見山哲生 

     欠席者： 新井 英夫 

     その他の出席者： 

          理事長  三浦 定俊 

          常務理事 和田 勝彦 

          事務局  渡邉 彩 

     議 題： 平成２１年度文化財虫菌害防除作業主任者能力認定試験の合否           

判定について 

 

  （６）文化財虫菌害防除薬剤等認定委員会 

    第１回文化財虫菌害防除薬剤等認定委員会 

     日 時： 平成２２年３月２９日（月）１３時３０分から１５時３０分まで 

     場 所： 財団法人文化財虫害研究所 

     出席者： 新庄 五朗，田村 正人，山野 勝次 

     委任状： 新井 英夫，田中 茂 

     欠席者： 見城 敏子 

     その他の出席者： 

          理事長  三浦 定俊 

          常務理事 和田 勝彦 

          事務局  渡邉 彩，小峰 幸夫 

     議 題： 文化財虫菌害防除薬剤の認定基準について 

 

３ 研修会，講習会等の開催 

  （１）研修会 

     第３１回文化財の虫菌害・保存対策研修会 

      後 援： 文化庁 

      協 力： 神戸市立博物館 

      時 期： 東京 平成２１年６月１８，１９日 

           神戸 平成２１年６月２５，２６日 

      場 所： 東京 財団法人自治労会館 神戸 神戸市立博物館 

            参加者： 東京 ４４名 

           神戸 ３３名 



  （２）講習会等 

     第２９回文化財防虫防菌処理実務講習会 

      後 援： 文化庁 

      時 期：  平成２１年１０月１５，１６日 

      場 所： 名古屋市中小企業振興会館 

            参加者：  １１１名 

 

     第３１回文化財虫菌害防除作業に関する講習会 

      時 期： 平成２２年３月１，２日 

      場 所： 財団法人自治労会館 

      参加者： １００名（更新者３７名含む） 

 

     平成２１年度文化財虫菌害防除作業主任者能力認定試験 

      時 期： 平成２２年３月３日 

      場 所： 財団法人自治労会館 

      受験者： ５９名 

      合格者： ５４名 （合格率９１．５％） 

 

          平成２１年度文化財虫菌害防除作業主任者更新試験 

      時 期： 平成２２年３月３日 

      場 所： 財団法人自治労会館 

      受験者： ３７名 

      合格者： ３６名 （合格率９７．２％） 

 

４ 図書刊行 

  （１）機関誌 

     「文化財の虫菌害」No.５７ 平成２１年６月 

     「文化財の虫菌害」No.５８ 平成２１年１２月 

  （２）図書 

     「文化財の害虫」２００９年改訂版 平成２１年６月 

     「文化財虫菌害と安全の知識２００９年」 平成２１年１２月 

   

４ 調査，研究協力，その他 

  （１）生物被害・同定調査 

１）生物被害調査 

       ○ 鹿児島県立図書館 

       ○ 平塚市美術館 

       ○ 雷電神社 

     ２）同定調査 8 件 

        

  （２）研究協力 

     ○ 日光山輪王寺の虫害調査 

     ○ 中尊寺讃衡蔵の虫害調査 

     ○ 入間基地修武台記念館の虫害調査 

     ○ 厳島神社海上社殿の海虫調査 

     ○ 京都市内にある伝統木造建造物の虫害調査 

   

  （３）他団体への参加協力等 

         ○ 文化財保存修復学会第３１回大会 in 倉敷、機材等展示ブースへ出展参

加                           ：文化財保存修復学会 



         ○ 平成２１年度 博物館・美術館等保存担当学芸員研修へ講師として協力 

                                  ：東京文化財研究所 

         ○ ユネスコ「アジア太平洋地域文化遺産保護研修 2009」へ講師として協

力                        ：ユネスコアジア文化センター 

     ○ X 線 CT スキャンによる虫損部材調査と解析に、指導・助言 

                               ：九州国立博物館 

          ○ 大エジプト博物館保存修復センター(GEM-CC)において、文化財保存管       

理について教育プログラムの作成              ：JICA 

          ○ 「文化財の生物劣化の研究会」へ講師として協力：東京文化財研究所 

         ○ 「IPM 市民フォーラム」の後援・協力と参加：九州国立博物館 

 

６ 広報 

  （１）平成２２年度助成事業の応募：日本宝くじ協会 

      助成対象事業 「文化財を守るための IPM 活動推進事業パンフレット制作」 

      交付決定額   １，０００千円 

 

  （２）ホームページリニューアル 

      ホームページを見直し改善し、当研究所の情報公開を進め、広報活動を拡充     

した。 

 

  （３）会社案内 

     「財団法人文化財虫害研究所 事業内容のご案内」 

      ～貴重な文化財を害虫やカビから守るために～  

７ 燻蒸受託 

  株式会社絵画保存研究所 

 

８ 燻蒸処理判定用テストサンプル販売数と燻蒸効果判定書発行数（未収分を含む） 

  （１）燻蒸効果判定用テストサンプル販売数   

     虫 ４，１２３（４，３３６） 

     菌 ２，７５２（２，８４８） 

  （２）燻蒸効果判定書発行数 

     虫 １，１７７（１，０６１） 

     菌   ７９９  （７０５） 

                （ ）内は前年度の数を示す。 

 

９ 維持会員の動向 

 

平成２２年３月 平成２１年３月 平成２０年３月

普通維持会員（甲） ５３ ５４ ５５

普通維持会員（乙） １３１ １３２ １３５

特別維持会員（甲） １００ １０１ ９８

特別維持会員（乙） １３ １４ １４

賛　助　会　員 １ １ １

合　　　　　　　　計 ２９８ ３０２ ３０３


