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第 4回青梅市梅の里再生計画推進委員会議事要旨 

日  時 平成 26年 3月 25 日（火）16：00～18：00 

場  所 青梅市役所本庁舎 2階 205 会議室 

出 席 者 委員 14 名 

深沢委員、野﨑委員、野嵜委員、小澤委員、福島委員、石川（清）委員、久保委員、清水

委員、渡邊委員、石川（毅）委員、島﨑委員、廣田委員、原島委員、越前委員 

オブザーバー 1 名 

東京都西多摩農業改良普及センター杉村所長 

事 務 局 13 名 

青梅市、プレック研究所 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 報告事項 

 (1) 梅の里再生計画に関する会議等の開催状況について【資料 1】 

 (2) 梅の里再生基金条例等について【資料 2-1～3、3】 

 (3) 梅の里施設整備基本計画策定業務について【資料 4】 

４ 協議事項 

 (1) 梅の里施設整備基本計画の策定について【資料 5】 

 (2) 平成２７年（仮称）吉野梅郷「花」まつりについて【資料 6、7、8、9】 

 (3) その他 

５ その他 

６ 閉会 

配布資料  資料１ 平成 25 年度 梅の里再生計画に関する会議等の開催状況一覧 

資料２－１ 青梅市梅の里再生基金条例 

資料２－２ 青梅市梅の里再生基金原資 

資料２－３ 市ホームページ掲載（案） 

資料３ 梅の里再生中小企業振興資金変更 

資料４ 梅の里施設整備基本計画策定業務 

資料５ 梅の里施設整備基本計画策定にかかる協議事項 

資料６ 観光・商業部会実施結果 

資料７ 平成 26 年吉野梅郷梅まつり梅の公園入園者数 

資料８ 平成 27 年（仮称）吉野梅郷「花」まつり実施計画（案） 

資料９ 緑肥・景観植物植栽協力分布図
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議  事 

１ 開会 

事務局 

○配布資料の確認を行った。 

２ あいさつ 

副市長 

委員長 

副委員長 

３ 報告事項 

 (1) 梅の里再生計画に関する会議等の開催状況についてう 

事務局 

○資料 1について説明をした。（※省略） 

 (2) 梅の里再生基金条例等について 

事務局 

○資料 2-1～3、3 について説明をした。（※省略） 

○3 月 27 日から 30 日までの 4 日間、梅の公園内で募金活動を行う予定であり、集まったお金につい

ては、基金に繰り入れる旨を補足した。 

 (3) 梅の里施設整備基本計画策定業務について 

事務局 

○資料 4について説明をした。（※省略） 

事務局 

○「梅の里施設整備基本計画策定業務」の提案内容の発表を行った。（※省略） 

４ 協議事項 

 (1) 梅の里施設整備基本計画の策定について【資料 5】 

事務局 

○資料 5について説明をした。（※省略） 

○資料には梅の公園と記載しているが、場所は梅の公園に限らない旨を補足した。 

事務局 

○資料 5の「機能（イメージ）」についての補足説明を行った。（※省略） 

事務局 

・施設整備基本計画の役割は、梅の公園や中道・木原梅園等の各施設と遊休地の活用、そして駐車場

対策を具体化するものと考えている。 

・資料 5 の「（仮称）梅の里再生ステーション」という施設計画はあくまでタタキ台であることをご

理解頂きたい。 

委員 

・病気にかかっていない梅樹を集め、小規模な梅まつりを継続するという話があったが、観光面から

は有効な提案と思う。小規模ながらも隔離した場所で、青梅の梅を継続することは、将来につなげ

るためにも大事なことである。その際には、病気にかかっていない梅樹をきちんと隔離できる方法
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をつめてほしい。 

委員 

・再生ステーションの説明の中の「(3)新たな技術習得の場をつくる」という機能のイメージがわか

ない。どのような意味であるのか。 

事務局 

・伐採された農地に、緑肥植物である菜の花や蕎麦等の植栽をする場合、市役所ではなく、現地で技

術指導、必要な資材等の話し合いの場ができるとよいと考え、提案をさせて頂いた。 

委員 

・ただ今の説明を踏まえると、この再生ステーションがある必要はないと思う。それよりも人材確保

や育成が重要となる。技術指導等は、既にある普及センターや農協がその役割を果たせばよいと思

う。 

委員長 

・梅の里の再生に向けて、取り組む場所（基地）となることが、この再生ステーションの発想である

と思う。情報発信のほかにも、生産技術習得の場にもなるということである。 

委員 

・この再生ステーションにどのような人材を置くのかということを考えると、まず人材がいなければ

何もできないと思う。そのあたりのイメージがこの提案には全くない。 

オブザーバー 

・この再生ステーションのイメージについて、仮設の建物の整備とこの建物を使った事業と、どちら

が重要であるのか。例えば、新たな技術習得の場とする場合は、農協や普及センターが講習会等を

行う場となることが考えられる。情報発信拠点とする場合は、観光客向けの説明や展示があるとい

うように、両方のイメージがある。この再生ステーションは拠点として、どのようなイメージなの

か。 

事務局 

・この再生ステーションは、1 つの建物が何れかの機能に特化するのではなく、いろいろな機能があ

り、必ず人がいて、取り組む場所があるというイメージである。また、資料 5の提案はあくまでタ

タキ台であり、本来は、各拠点や各機能にもう少し具体的なイメージがあり、そのうちの 1つのイ

メージ事例がこの提案であるはずと認識している。 

委員 

・梅の里の再生に向けて、まずは拠点をつくるということはよいと思う。 

・一番根幹的なこととして、梅の里再生計画と施設整備基本計画の位置づけ、推進委員会、青梅市、

委託業者の関わり方、今後どのように展開していくのかを伺いたい。 

事務局 

・梅の里再生計画を基本構想とし、それを具体化するのが施設整備基本計画である。計画は、委託業

者から市に提案をしてもらい、その内容を庁内の施設整備検討部会や庁内推進会議で議論し、当委

員会に諮り、議論して頂く予定である。 

委員 

・以前から、１つの課で担当するくらいの意気込みで、梅の里の再生に取り組んでほしいと考えてい

た。農林課の中に、梅の里再生係ができることは非常によいことである。 

・各主体の役割としては、青梅市が取り組み方針を示し、それに対して意見を言う立場の当委員がお

り、委託業者はあくまで立案する立場であると認識している。事務局からの説明のとおり、委託業
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者からの提案を受けて青梅市が咀嚼し、それを当委員会にて協議すべきである。 

委員 

・商店会では、鎌倉の梅等の古木・名木が伐採されてしまったので、提案のあった再生ステーション

等において、梅の写真を展示し、再び梅を植栽するまでの間、周知できればよいと考えている。ま

た、感染せずに残っている梅樹がウイルスに感染しない理由等、梅の里の再生の段階を見せていく

のは、これから重要なことだと思う。 

 (2) 平成２７年（仮称）吉野梅郷「花」まつりについて 

事務局 

○資料 6～8について説明をした。（※省略） 

事務局 

○資料 9について説明をした。（※省略） 

○菜の花に似た春（6 月頃）に咲くシロカラシを、今週末に緑肥・景観植物の植栽協力農地 1.6ha に

播種する予定であることを補足した。 

○シロカラシについては、緑肥・景観植物であるが、開花後にすき込むことで、梅の再植樹の際に強

い土を作るとされていることを補足した。 

委員 

・緑肥･景観植物の植栽協力農地は、資料 9 の分布図に図示された場所のほかに、もう 1 箇所ある。

この図面の区域からは外れているが、本図の南側にあり、ほかの農地と同様にシロカラシを播種す

る予定であるので、皆様にも見に来て頂きたい。 

・草本の花を植えるのはよいが、雑草対策が心配である。昨年、コスモス等を植栽した際は、雑草に

覆われて大変な思いをした。既に昨年から対策をしているところはよいが、今年から植栽するとこ

ろは大変であると思う。 

事務局 

・せっかく播種したものが花を咲かせないことにならないよう、不定期となってしまうと思うが、援

農ボランティアに協力してもらう等、最大限の協力をしていきたい。 

委員 

・育てる中での草取りも大変だが、開花後の処理も大変なため、最後にトラクターでうない込んでも

らわないといけない。耕運機では難しいと思う。機械が入るとすると、ある程度まとまった農地で

ないと難しいかもしれない。そうなると、ボランティアにどのように協力してもらうかも考えない

といけない。 

委員 

・除草剤を使うことを嫌がる農家もある。播種する前であれば、除草剤を使用しても問題ないことを

ＰＲしてもらわないと、緑肥･景観植物の植栽協力は中々説得できない。 

委員 

・青梅市でチッパーを所有しているのであれば、貸し出すなどして積極的に使ってはどうか。太いも

のは、チッパーで粉砕すれば、耕運機でもうない込むことができ、小規模な農地にも対応できる。

もし機械が無いのであれば、予算化をしてほしい。 

委員 

・梅郷の農地は、長年、梅林であったので、雑草の種が土内に無尽蔵にある。草取りをしてもきりが

ない。除草剤の安全性をきちんと説明して、理解してもらいながら、青梅市からの機械の提供など

があればいいと思う。 
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事務局 

・チッパーについては貸し出しが可能であることから、貸し出し時期・場所等の具体的な調整をさせ

て頂きたい。除草剤の説明については、難しい面もあるが、播種にご協力頂ける農家には説明会等

を開催し、説明できればと思う。うない込みについては、実施主体の 1つである農協にご協力頂き

行っているが、機械や費用の面についてもそれぞれの主体と相談しながら、調整していきたい。 

委員長 

・うない込みについては、青梅市と調整しながら、いい対策を考えていきたい。 

・資料 8の「花まつり実施計画（案）」について、ご意見を伺いたい。

委員 

・観梅市民まつりは、好評であったことから、同じ内容を来年も行うことはよいと思う。ただし、同

じ催し物を行うにしても、梅がなくなるので、来訪者ががっかりしない策を練ることが必要である。 

事務局 

・観梅市民まつりは、評判もよく、吉野梅郷観光協会からも来年も行いたいという意向を伺っている。

市としても、来年度予算に今年の梅まつりと同規模プラスαの予算を確保した。実際には、梅の公

園の有料化は見込めないので、入園料徴収に掛かる費用は計上していないが、その他については同

規模である。祭りの開催時期に合わせた花の選定、植栽等については、農家の方々の協力を得られ

そうな状況である。今後は、「梅まつり」を継続するか、「花まつり」なども含め、祭りの内容につ

いてご検討頂きたい。今回は、祭りを開催するということを決定して頂きたい。 

委員 

・祭りの内容については、吉野梅郷観光協会と商店会が相談しながら、お客様が来るようなイベント

を考えていきたい。今後は、これまであまり活用していなかった中道梅園等も活用していきたい。 

委員長 

・平成 28年に梅樹を植栽するまで、梅の公園内の植栽種等は決まっているのか伺いたい。 

事務局 

・来年度予算では、園路に沿って、ゲンカイツツジ等の既存種を増やす予定である。また、東京都の

苗木供給事業を活用しながら、低木のツツジ等の植栽を行いたい。その際には、施設整備基本計画

において検討するゾーニング等との整合を図りながら、また、難しい場合は計画の妨げにならない

ようにしていきたい。植栽予定であるが、ゲンカイツツジを約 1,300 株、その他の低木についても

同程度、園路沿いに植栽すれば、距離にすると延べ 200ｍ程である。 

委員 

・梅まつりから花まつりに代わるということで、どれだけ人を集められるかだと思う。これまでは、

梅の公園を中心に開催していたが、来年度からは広いエリアで開催することになると思う。その場

合、ルートの設定やポイントを考えるとともに、お客様ががっかりせずに楽しめるようなＰＲをす

ることが今まで以上に必要になる。 

委員 

・今年の 3 月 15、16 日にしらうめ会として売店を出店した。梅の公園の東口は比較的早く見頃を迎

えたが、出店した北口は蕾のものがほとんどで、梅樹があってもお客様ががっかりすることがあっ

た。その点を踏まえ、観梅市民まつりの時期を毎年同じにせず、気象状況や花の見頃に合わせて設

定することができるといいと思う。 

委員 

・梅の時期に合う花は水仙と福寿草くらいで、ほかは山野草などもあるが、それらの花でお客様を呼

ぶことは難しいと思う。 
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・年間通して梅の公園にお客様を呼ぶ策として、古くから日本人に親しみがある秋の七草（キキョウ、

ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ）や万葉植物（アセビ、ススキ、オミナエシ、ウメ、カシ、ア

カマツなど）を植栽したらいいと思う。これらは、そんなに費用が掛からない。万葉植物は、約 160

種ぐらいであるが、既に 60 種が公園内にある。各植物に万葉の歌をぶら下げて、ガイドしてまわ

るだけでも、それなりの時間楽しむことができる。ただ植物を植栽して鑑賞するだけでなく、公園

内のスペースを利用して、体験会や観察会等を行うなど、違う形で展開していくことができると、

より深みのある公園として、皆様に親しんで頂けると思う。 

・梅に続くものとして、シダレザクラ等を植栽すれば、桜の木を何千本と植えなくとも、花の変わり

目につながりが出て面白みが出ると思う。 

・梅の公園の正面口から東口までのガイドを行っているが、お客様は東口を出たところにある民家の

ユズの木の棘や葉の香りにも驚く。このほかにも福寿草や石菖などのように青梅に住んでいると当

たり前にあることが、来訪者には驚きや感動を与えるようである。 

事務局 

・梅の公園ガイドボランティアは、公園の魅力として誇れる点であると思う。ガイドボランティアの

皆様には梅の里の再生においてもご協力頂き、年間を通して魅力を伝えるセールスポイントにでき

たらと思う。秋の七草の植栽についても、今後の取り組みメニューの中で考えていきたい。 

委員 

・岩割の梅は伐採されてしまったが、実は岩割の桜というものも市内にある。そのような象徴的なも

のをＰＲできると、お客様を呼べると思う。 

事務局 

・新たな観光資源について提案・紹介をして頂けると、活用することができると思う。祭りの開催時

期については、多少の変更も考慮に入れていきたい。 

委員 

・施設整備検討部会と施設整備基本計画との兼ね合いは、どのようになっているのか。 

事務局 

・部会は、路づくりや農業、商工業、景観など、さまざまな分野の担当者が関わっており、これまで

にはなかった、まちづくり的な検討組織である。委託業者から提案を受け、各分野の担当者からも

意見を出してもらいながら、計画を作成していく予定である。 

委員 

・施設整備検討部会や庁内推進会議を受けて、当委員会が行われるが、それがフィードバックされる

のか。 

事務局 

・部会は、先日発足し、部会員と委託業者で現地の状況視察も行った。計画作りについては、委託業

者と相談しながら部会で原案を作成し、庁内推進会議に諮り、その結果を受けたものを当委員会に

提示し、もんで頂くことを想定している。 

 (3) その他 

事務局 

・梅の公園内の梅樹の伐採は 4月以降を予定しており、国とも調整済みである。伐採作業については、

4月から東京都の委託を受けた業者が始める予定である。ただし、業者が決まるのが 3月 31 日であ

るため、作業を 4月 1日から始められるかは不明である。 

・市としては、伐採作業の案内看板を今月中には設置し、作業が始まり次第、公園内への立ち入りを

規制する予定である。なお、作業期間中は安全面を考慮すると、終日立ち入りを規制することにな

ると思う。梅の公園内の伐採作業の工期は 5月いっぱいである。 
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５ その他 

事務局 

・前回の観光・商業部会において、吉野街道沿いにキンモクセイが植栽されていることに関する質問

があった。東京都では、緑あふれる東京を次世代へ継承するための取り組みが行われており、その

取り組みの一環として街路樹を 100 万本にする事業が進められている。その事業の中で、吉野街道

沿いにもキンモクセイが選定され、植栽されたようである。以前は梅樹が植栽されていた場所であ

ることから、防除区域の指定が解除されたあかつきには、再び梅樹を植栽できるか東京都と協議し

ていきたいと考えている。 

６ 閉会 

環境経済部長 

委員長 


