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第 5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 6月 2 日（月）16：00～18：00 

場  所 青梅市役所本庁舎 災害対策本部室 

出 席 者 委員 13 名 

深沢委員、野﨑委員、伊藤委員、小澤委員、福島委員、石川（清）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 

臨時委員  1 名 

久保委員 

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 11 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) 梅の里施設整備基本計画策定業務の進捗状況について 

 (2) 梅の公園の伐採について 

４ 協議事項 

 「花見山公園」・「花の山」の視察記録【資料 1、2、3】 

 (1) 梅の公園の植栽について【資料 4】 

 (2) 木原梅園・中道梅園・天満公園の植栽について【資料 5】 

 (3) 民有地の植栽について【資料 6】 

(4) その他 

５ その他 

６ 閉会 

配布資料  資料１ 「花見山公園」について 

資料２ 花見山公園視察（青梅市）に関する質問事項への回答（福島市商工観光部観光係） 

資料３ 樹の花自然園「花の山」のご案内 

資料４ 梅の公園現状図 

資料５ 木原・中道梅園植栽イメージ図 

資料６ 民有地シロカラシ播種地域 

参考 花の種類一覧
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議  事 

１ 開会 

○配布資料の確認を行った。 

２ あいさつ 

副市長 

委員長 

３ 報告事項 

(1) 梅の里施設整備基本計画策定業務の進捗状況について 

事務局 

○梅の里施設整備基本計画策定業務の進捗状況について報告した。（※省略） 

(2) 梅の公園の伐採について 

事務局 

○梅の公園の伐採について報告した。（※省略） 

４ 協議事項 

事務局 

○資料 1、2、3について説明し、花見山公園視察、花の山公園視察結果について、視察の際に撮影し

た写真をプロジェクターに投影し報告した。（※省略） 

(1) 梅の公園の植栽について

事務局 

○資料 4について説明した。（※省略） 

委員 

・梅の公園に植えている花木の本数はどの程度か。 

事務局 

・植えた時の本数は、次の通りである。 

ロウバイ 340 本、ミツバツツジ 496 本、ゲンカイツツジ 420 本、クルメツツジ 200 本、サンシュ

ユ 60本、アジサイ 560 本、ヤマブキ 38本、ユキヤナギ 160 本、ハナカイドウ 40本、シャクナ

ゲ 40本、サクラ 15 本、ミツマタ 100 本、カルミアツツジ 210 本、レンギョウ 100 本、ニホンス

イセン約 7000 本、フクジュソウ 2500 本です。 

・他に、アズマイチゲ、ヤマユリ、ニリンソウ、ノハラアザミ、タツナギソウ、ツクシなどが、野

草として咲いている。 

委員 

・花の山公園の駐車場の状況は。 

事務局 

・駐車場は無料で、200 台の駐車スペースがある。市ではなく、公園の管理者が、駐車場も所有し

ている。駐車料金を無料とするかわりに、入山料（800円）を高めに取っているようである。 
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委員 

・梅の公園には駐車場がない。他の公園の事例をみても駐車場が重要な役割を果たしていると考え

る。今後、梅の公園においても駐車場整備が重要視されると考える。 

委員 

・梅の公園の植栽について報告があったが、ウメ以外の花木類を次々に植えてしまうとウメを再植

樹しようとするときにどこに植えるのかという問題が起きてしまう。今後の植栽の仕方について

計画を立てるべきと考える。 

・そうような観点からは、山野草を植えるとよいと思う。見た目が美しく、さらに移植も容易にで

きる。 

委員 

・現在、梅の公園に植えられているものの中に目玉と言えるものがない。ゆくゆくはウメを植える

ことになると思うが、現在の地元の状況を考えると目玉となるものを植えてほしい。 

委員 

・現在の梅の公園では、ウメの木のまわりに様々な花木がばらばら植えられている。ツツジは現在

約 1000 本植えられているとのことだが、ひとつの場所にまとめて植えるとかなり見応えがある

と思う。ウメと他の花木をどう植えていくかについて、将来の図面を作成する上ではいろいろな

花木を集中させることも考えてみてはどうか。 

・ゲンカイツツジは、ウメが咲き終わった後 3 月の後半ごろに咲く花である。ムラサキツツジは、

ゲンカイツツジの後に咲く。ウメとあわせて植えれば、梅の公園では 3月の上旬から 4月の上旬

まで花が咲き続けることになり、3月～4月にかけて観光の時間を長くすることできる。 

委員 

・花の山公園の敷地面積は約 12ha ということなので、梅の公園も敷地を広げてはどうか。今、山

林の価格が下がっている。市の予算の中で検討してはどうか。 

委員 

・梅の公園の再生にウメを何本程度要し、どのような配置にするという考えが市には既にあるのか。 

事務局 

・今のところはない。今後、梅の里施設整備基本計画を作成していく中で検討していくが、伐採前

に植わっていた 1739 本という数がひとつの目安になる。 

委員 

・ウメを植えるまでの間、低木などの植栽は大事である。しかし、ウメを植える際に約 1800 本の

ウメをどこに植えるのか、その場所に杭を打つのか、その周囲に何を植えるのか、など検討する

ことは多い。青梅市が原案を作り我々委員に示していただききたい。 

・レンギョウを一山分植えても良いと思う。今、梅の公園にはレンギョウが 100 本、ヤマブキが 38

本しかない。一方、花の山公園にはレンギョウが 4000 本、ヤマブキが 2000 本ある。梅の公園の
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周辺の山でも大規模に花を植えて人を呼び込むのもひとつの手だと考える。 

委員 

・視察研修に参加させていただいて、地形などの土地自体は花見山公園よりも梅の公園の方が素晴

らしいと感じた。花見山公園で工夫していた案内板なども、梅の公園でもある程度簡単にできる。

しかし、花見山公園と比べて駐車場が不足していると感じた。 

事務局 

・ウメを植える位置に杭を打つという具体的な提案や、植える花木についてのご意見を頂いた。こ

れらの意見をふまえて、公園のゾーニングなど検討し、皆さまに改めて提示したい。 

委員 

・梅の公園は、最終的には 2000 本近いウメを植えて再生することになると思う。しかし、短期的

には観光などの必要性から様々な花木を植えるという検討が行われている。最終的な梅の里の再

生にむけてどこにどういった形でウメを植えるかという検討がまず必要であり、その上で、他の

花木の植栽について短中期的に考えていかなければならない。梅の里の再生の中心はウメである

という考えをずらしてしまうと梅の里の再生にはならない。短期的に何を植えるかという形で最

終的にはこうなるという形のふたつの将来図を示していただきたい。 

委員 

・ウメを植樹し、花が咲いたときに他の花木がウメの花の邪魔にならないようにしなくてはならな

い。花見山公園のようにいろいろな種類の花木を植える場所とは異なり、梅の公園では、ウメの

時期にウメを最高の形で見ることのできる環境となるような植え方を考えてほしい。 

委員長 

・ウメを植えるまでの間に花祭りの開催が予定されていることもあり、花祭りにむけてどう植える

かが考えられているように思う。花祭りも大事だが、本委員会ではウメをどうしていくかの協議

を中心にしていきたい。 

委員 

・現在植えられている花木が約 1800 本のウメを再び植えた時に適した位置にあるのかどうかを再

検討してほしい。梅の里の再生という大きなテーマでこれから整備を進めて行く際に、現在植わ

っている花木の移植も含めて考えるべきである。 

委員 

・以前の梅の公園にあったような梅樹のように、あれだけの品種を再植樹の際に確保できるかどう

か疑問である。また、地形や日当たりなどで花の開花時期は変わる。花を見る期間ができるだけ

長くなるよう、バランスを考えて再植樹計画を立てることが重要である。 

委員 

・昨年にニホンスイセンとフクジュソウを植栽したが、ニホンスイセンは狭い一角に多くの球根を
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植えてしまった。もう少し分散させて植えると良いと思う。 

・菜の花も、ぜひ植えていただきたい。一面に咲くと綺麗であり、種を蒔くだけで簡単に生育でき

る。土に埋め込めばウメを植える際にも肥料としても活用できる。 

委員 

・梅の公園のウメが植えられるまでの間、中期的にウメの周りには高木ではなくて菜の花のような

後に肥料になり、なおかつ観光客を呼べるようなものを植えると良いと思う。 

事務局 

・委員のみなさまからご指摘のように、梅の公園の検討にあたっては、中長期的な問題と来年どう

するかという短期的な問題がある。基本的には、ウメの再植樹を中心に考えていく。その中で、

ウメを植えるまでの間、どのような樹種を植えるのかを検討する。当面は、低木を植えていき、

また 3年後に改めてウメを植えるときに若干植え替えも考慮するという方向で検討をしたい。 

委員 

・現在の梅の公園内では、ウメの木の切り株の皮が剥がされている。切り株の横は植えてはいけな

いという話も聞いているが、再植樹の際ウメを植えることができない場所はあるのか。 

・また、再植樹の際、本委員会の委員が梅の公園に植えるウメのために個人的なウメの木の調達先

を当たる必要はあるのか。 

事務局 

・薬剤を注入した木の根は、ある程度時間が立つと無くなると思われる。しかし、再植樹の際には、

地上からは見えずに未だ残っている根があるか、掘り返すなどの確認は必要になるかと思う。 

・現在、青梅市では、梅の公園で植えるウメについて植える品種についても検討しながらその確保

を進めている。しかし、今後の苗木の確保の状況によっては、これからは委員の皆さまのお力を

借りる場面が出てくると思う。また、梅サミットに加盟している他の市町村に協力をお願いする

こともあると思う。 

委員長 

・梅の公園に植えるウメは、既に発注しているのか。 

事務局 

・まだ発注するウメの色や品種が決まっていない。当面、実ウメを調達していきたいと考えている。

今後、正式に発注した際には、報告させていただく。 

・今年度は 1000 本分を発注できる予算を確保している。その内のおおよそ半分が実ウメになると

考えている。実ウメについては、全て白色にならないよう配慮するとともに、その他の品種につ

いても梅の公園の地形などにあった品種を検討している。 

委員 

・先ほどの薬剤注入に関する事務局の説明に補足がある。ランドアップという除草剤を用いており、

これは、土の中に入ると水と炭酸ガスとアミノ酸に分解されるため土壌中に残留することは一切
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ない。その後から植える木に問題が発生することはない。 

・実ウメの収穫体験があると梅の公園でもある程度の資金を得ることができる。実ウメを収穫する

ような場所を想定してある程度の面積を実ウメで埋めてはどうか。単に花を観賞するだけでなく、

収穫できる場所があると面白いと思う。 

(2) 木原梅園・中道梅園・天満公園の植栽について 

事務局 

○資料 5について説明した。（※省略） 

委員 

・天満公園には現在、サクラが 1本植わっているが、ここに早咲きのサクラを置くとウメが咲いて

ない時期でも見栄えが良くなると思う。ウメでなく、サクラにするというのもひとつの方法だと

思う。 

委員 

・木原梅園・中道梅園・天満公園は、今後どういったイメージで今後整備を展開していくのか。現

在の植栽図では見栄えがしない。 

事務局 

・梅の里施設整備基本計画を作成していく中で具体的に検討していきたい。基本的には、ウメを中

心に植えることになると考えているが、木原梅園・中道梅園・天満公園についても全体計画の中

でひとつの公園という位置付けで検討を進めたいと考えている。 

委員長 

・資料 5は、最終的なイメージとは別に取り敢えず植えるものを示しているということか。 

事務局 

・現在植えられているものを示している。基本的には、街路に沿って花を植えており、中心部分は

空けてある。今後の検討により、ウメを植えたり周遊路を作ることができる状態になっている。 

・将来的にはウメを植えていくことになると考えられるが、本日の提案は、当面に関してのもので

ある。例えば、来年はここに菜の花を植えられるようにしたらどうか、といった意見があれば、

いただきたい。 

委員 

・現在、地元の観光協会では草刈りに力を入れているが、種類によっては芽の草取りに苦労してい

る。その手間を考えると菜の花は良いと思う。 

委員 

・木原梅園は、段々になっている地形を活用できる。菜の花だけを植えるのもよいが、地形を活用

した植栽を考えてみてはどうか。 
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事務局 

・中道梅園、木原梅園、天満公園についても、梅の公園同様、みなさまのご意見ふまえ検討を進め

たい。計画がまとまった際に改めて本委員会で提案をする。 

(3) 民有地の植栽について 

事務局 

○資料 5について説明した。（※省略） 

委員 

・シロカラシやクリムゾンクローバーは、3月でも花が咲くのか。 

事務局 

・播種が、3月頃である。菜の花は秋まきをすることになるが、青梅の気候だと最も早く咲いて、4

月ごろになると思う。 

委員 

・撒き時を早くして、肥料を抑えるなどを行えば早く咲く可能性もある。 

オブザーバー 

・おそらく種類と管理によってある程度は早められると思うが、3月の初めに必ず咲く確証はない。 

事務局 

・シロカラシ等の播種については、農地の再生にも役立つ景観緑肥作物であり、農家の方のご協力

いただいている。ご指摘いただいたように、3月ごろに咲くと私共としても最も良いと考えてい

るので、樹種や管理について、農業改良普及センターや農協と相談しながら可能な限り進めてい

きたいと考えている。また、農家の方たちにもご協力いただけるように進めていきたい。 

 委員 

・ある程度まとまった箇所に咲いているが、宣伝は行っているのか。 

事務局 

・現在はあくまで試験的なものである。結果が良ければ来年も継続し、宣伝や新たなルートづくり

も検討する必要がでてくると考えている。 

委員 

・吉野梅郷というのは、元々、民家に咲くウメを見るのが慣わしだった。住宅がたくさんできてい

き、民家のウメが切られていく中で梅の公園ができたが、今もかなり太い木が民家に残っている。

ウメの公園について今後計画していくことになるが、民家にもある程度ウメを植えてかなければ

ならないと思う。 

・青梅市は、ウメの植樹に対して、補助金を用意することも検討すべきだと思う。伐採伐根につい
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ては補助金を出していたが、今後は植樹についても補助も考える必要があると思う。 

事務局 

・吉野梅郷の魅力は、公園だけでなく、1本 1本の庭木も含めたものであると認識している。今後

の課題として、補助金についても検討しなければならないと考えている。 

(4) その他 

委員 

・平成 28年度にはウメの植栽を開始出来るような、環境づくりをお願いしたい。 

委員 

・平成 28 年度にウメを植えるため、現在、畑を空地にしている。平成 28 年度まで、その畑を生産

緑地として認めてもらえるということでよいのか。 

事務局 

・基本的には再植栽ができる時期まで管理していただくことが大前提になる。平成 28 年までにウ

メを植えることができない場合、農業委員会で生産緑地の管理基準をもう一度検討することにな

ると思う。 

５ その他 

・特になし 

６ 閉会 

副委員長 


