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第 9回青梅市梅の里再生計画推進委員会議事要旨 

日  時 平成 27年 7月 10 日（金）15：00～17：15 

場  所 青梅市役所本庁舎 教育委員会会議室 

出 席 者 委員 14 名 

深沢委員、野﨑委員、小澤委員、福島委員、石川（清）委員、伊藤委員、井上委員、 

渡邊委員、輪千委員、石川（毅）委員、鈴木委員、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 吉村所長

事 務 局 青梅市

（委嘱状の交付） 

１ あいさつ 

２ 報告事項 

(1) ＰＰＶ強化対策について【資料 1】 

(2) 梅樹確保に向けた取り組みについて【資料 2】 

３ 協議事項 

平成２８年の「おまつり」について【資料 3】 

４ その他 

配布資料          資料 1 PPV 強化対策実施状況 

資料 2 梅樹確保に向けた取り組み状況 

資料 3 吉野梅郷花まつり実施結果 
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議  事 

（委嘱状の交付） 

 ○副市長より、新規委員 3名に委嘱状の交付を行った。 

 ○配布資料の確認を行った。 

１ あいさつ 

副市長 

委員長 

２ 報告事項 

(1) ＰＰＶ強化対策について 

事務局 

○資料 1について報告した。（※省略） 

委員 

・6月の調査の方が、最初の調査より感染樹が多いと聞いたがどうか。 

事務局 

・2回目の調査で、現時点で 80 本の感染樹が確認されている。1回目の 158 本と合わると、計 238

本の感染樹が確認された。 

委員 

・今回のアブラムシの消毒だが手こぎの消毒器で行っており、高い木の上まで届いていないのでは

ないかと商店会内では意見が出ている。届かないと意味がないので、動力の消毒器で行えなかっ

たのか。 

委員 

・私も消毒に回った。市の味方をする訳ではないが、動力噴霧器で行なったら必ず怒られる。どっち

がいいのかということになるが、怒られるのを覚悟で市も同行して頭を下げて回るのであればいい

が、そうしたら消毒が出来なくなる。 

委員 

・梅の樹の再生をするのだから、何らかの対策を取りながらやっていかないと、このままでは梅の樹

をずっと植えられない。どっちがいいかは分からないが、消毒をしてもアブラムシがいたら結果的

に植えられない。 

委員 

・農林水産省の職員が消毒後にアブラムシは死んでいると言っていた。確かに、高いところは動力で

ないと届かない。可能であるなら、全部やらないといけないと思う。 
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委員 

・動力噴霧器で消毒を実施した際に、農業振興事務所に苦情がいったことがある。消毒の必要性を分

かっていても、どちらかと言えば近隣の民家の人が強いから、なかなか思い切った消毒が出来ない

現状がある。 

委員 

・観光とすれば早く梅を植えたい。そういうのがあると植えられない。 

事務局 

・消毒に関して、今回庭木等について市で散布を行った。住宅地における薬剤散布なので、色々制

限がある。対象樹のみに噴霧ということで、飛散防止措置を取りながら実施した。 

・今回の強化対策は 3つの柱で、年 3回の悉皆調査、感染樹の即時伐採、アブラムシの防除である。

国の考えとしては、年 3回の調査をして確実な早期発見がまずは第一である。続いて、感染が確

認された樹木の即時伐採、伐採まで時間を要する場合には即時の枝打ちで葉を無くしてこれ以上

の感染を防ぐ、これを徹底することにより感染を抑えていく。もう一つのアブラムシの防除は、

アブラムシが感染を拡大、媒介するということがあるので、それを一定程度防ぐためである。ア

ブラムシを完全に抹殺することは不可能なので、その感染のリスクを抑えるという補完的な意味

も含めての消毒である。まずは、確実な調査と感染樹の早期の伐採ということでの強化対策で、

市も取り組んでいる。 

委員 

・梅の再生が市の課題とするなら、もう少し市民に梅の再生のために消毒をしなくてはならない、

市職員や地元の農業者が一丸となって現場対応している等を徹底して周知する必要があると思

う。そのためには、広報に梅の再生に向けての取り組み等を 1行 2行でもいいからスペースを設

けて掲載してはどうか。市民の方に状況を知ってもらい、市民一人ひとりに協力をしてもらえる

ようにしてはどうか。 

事務局 

・スペースの問題もあるが、早々に掲載出来るよう進めていきたい。 

委員 

・市の職員が土曜日、日曜日でも、汗を流してやっているところを私たちは見ている。そういった

見る目というのも必要だと思う。広報に載せても、見る人は見る、見ない人は見ない。市民でも、

いまだに「梅の公園」には梅があると思っている人もいるので、宣伝をしても難しいかなと思う

が、これはある程度やむを得ないことである。 

・未実施の 39本 19園地の対応中について、感染していても協力しない方もいると思うがどうか。 

事務局 

・2回目の調査も合わせて 238 本の感染樹について、197 本は枝打ちが終了し、残りが 41本となる。

いわゆる伐採を拒んでいる困難案件は 2件で、それ以外は、空き家、所有者がはっきりしない、

遠方にいる方等である。市で勝手に枝打ちを出来ないため、連絡を取ってご本人の了解を得たり、
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その後の補償のこともあるので、本人の立会いや書類のやり取り等の時間が掛かる。順次作業を

進めているが、数もある中で現在の状況である。 

委員長 

・全部、伐採・抜根出来る見込みはあるのか。 

事務局 

・現在、市の役割は枝打ちである。併せて、補償交渉の書類を作成するのに必要な計測等は市で行

っている。準備が出来次第、都に書類を送付し、都が補償契約を所有者と交わす。契約締結後に、

都が業者に委託して伐採・伐根を行う。現在は、1回目、2回目の感染樹全てが早期に伐採・伐

根が出来るよう進めている。 

委員 

・来年の秋に植えられるという話しがあるが、実際はどうなのか。そこが分からないと、商店会で

はお客がかなり減っていて、相当きつい。いつ植えられるかが分かれば、どういう取り組みをし

ていけばいいかも考えられる。大変だと思うが、はっきりと示してほしい。 

事務局 

・強化対策は国の検討会で、方法について確認し実施している。アブラムシの防除、即時伐採等の

感染防止措置を徹底し、十分な効果が得られた場合には平成 28年度からの梅の再植栽の可能性

を検討出来るが、検討会での結論である。市としては、十分な効果が得られるようこの強化対策

を全力で取り組んでいる。 

委員 

・梅郷・和田、第二強化地区と今回はっきり分かれたが、切ることによって再生すると誤解をされ

ている。樹が残っていると、まだあるのに再生なんか出来ないのではと言っている人もいる。残

っている樹は調査をして感染していないもの、感染されたものは即時に伐採する等を、先ほどの

広報ではないが地域の人に分かってもらった方がいいのではないか。 

事務局 

・これから 8月に調査、11 月には消毒を実施するが、市民の協力が必要となる。先ほどの告知の話

しも含めて、広く市民の方に周知する方法を考えていきたい。 

委員 

・以前に、調査したもの、病気のものなどが分かるようにプレートみたいなものをつけたらどうか

と提案した。その際は個人情報の話しもありそこまでいかなかったが、やはり状況の徹底をした

ほうがいいのではないか。 

委員 

・2回の調査で 238本の感染樹が確認されているが、分布的にみると、集中しているのかそれとも

散らばっているのか。 
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事務局 

・これといった特徴もなく、散らばっている。 

委員 

・1回目と 2回目で、同じ本数を調査しているのか。１ヶ月の間に 80本増えている。これをどう捉

えればいいのか。8月にまた調査があるが、無くならない可能性がある。全伐しないとダメなの

ではないか。 

事務局 

・1回目の調査の前に消毒を行ったが、その際は 1件 1件訪ねて実施した。そこで、今まで確認が

されていなかった樹が出てきた。1回目の調査は、消毒から連続して行った関係もあり、新たに

見つかった樹で調査が出来ていないものもある。2回目の調査で初めての調査が行われ、感染が

確認された樹がある。 

・1回目の調査では、潜伏期間や新しく芽が出たとこに病状が出やすいという関係もあり、確認し

きれない場合もある。2回目の調査は補完的な調査で、時期や場所で逃したものをやるものであ

り、一定程度の感染は出ると予測した中で実施した。 

委員 

・最初の調査で感染していると思った樹が、調査結果では感染していなかった。しかし、2回目の

調査では感染していた。機械はどうなのかと国に確認をしたが、10万分の 1の精度ということで

あった。これからもそういったことがあるのではないか。 

委員 

・検査技術は完全に確立されていないから、100 パーセントとはいかないのではないか。また、潜

伏期間の関係も関連しているのではないか。 

委員 

・6月から 7月に芽がでるので、8月の調査でもかなり出ると思う。伐採して再スタートした方が

早い。 

委員 

・梅の公園等で実生が大きくなっているが、それはどうなのか。 

事務局 

・感染樹の数だけでなく、アブラムシのトラップも 4か所置いて生息状況を確認している。実生苗

を市内に 30 か所植えて、感染しているかどうかの調査もしている。実生苗が感染しなければ、

防除対策の効果があるという判断材料になる。そういったことを含め、10月に強化策の効果があ

ったか判断される。市としては、28 年度からの植栽が出来ないとは思っていない、28 年度から

植えられるような有効な強化策が出来るよう一丸となって行っている。 
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委員 

・感染樹が多少残っていても、植栽出来るということか。 

事務局 

・検討会でどう判断されるかは分からないが、感染樹があるないだけで判断される訳でないと認識

している。 

委員 

・菜の花を植栽したが、たくさんアブラムシがついていた。あれは梅の樹にもつくのか。 

委員 

・アブラムシは樹種が限定される。梅につくアブラムシと菜の花につくアブラムシは違う。 

・PPV を媒介するアブラムシがある。それがいるかないかの問題で、アブラムシがいるからダメと

いう話しではない。 

・感染樹の処分だけは、何としてもやらないと先に進まない。 

委員 

・3回目の調査が重要となる。しっかりと調査をして、伐採・伐根をする必要がある。 

委員長 

・色々意見が出たが、この強化対策を信じて出来ることをやっていくしかない。 

(2) 梅樹確保に向けた取り組みについて 

事務局 

○資料 2について報告した。（※省略） 

委員 

・苗木はこれから探すのではなくもうあるのだから、場所を慎重に選定し植栽に向けた準備を進め

ていくべきである。 

・樹の伐採を拒んでいる方には、苗の準備は出来ているから、将来のために切ってもらえるよう PR

していくべきである。植栽に向けた準備が出来ていることを市民に意識してもらった方がいい。

委員長 

・梅の公園のデザインの進捗はどうか。 

事務局 

・再植栽が可能になれば梅を植えるが、苗木だけでは当分の間、花を見てもらえない。斜面に成木

を植栽するのは難しいが、植えやすい場所では植栽した年もしくは翌年から花が見れるよう、成

木の配置を担当課で検討している。 

・併せて、先ほど説明したように花梅（成木）の調達についても調査をしている。 
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委員 

・梅の公園は斜面が崩れている。また、菜の花の処理も必要である。植栽に向けて、今から準備を

進めていかないといけないのではないか。 

事務局 

・菜の花については、先日草刈りを実施した。また、公園全体についてもこれから実施する。 

・近年、イノシシによって斜面の一部が傷められているが、植栽に向けて対応していきたい。 

委員 

・梅の植栽は早くて、28年ではなくて 28 年度からなのか。 

委員 

・何としても 28 年度に植えられる方向に持っていかないといけない、それ以上延ばせない。 

副委員長 

・畑に確保している苗木を一年間植えられないで、そのまま置いておき翌年掘るのは大変なのか。 

委員 

・相当大きくなる。アブラムシ対策等、きちんとした管理が必要となる。苗は 28 年の春に植栽出

来る想定で確保している。 

委員 

・市が 2年生の苗木で持ってくるという提案だった。3年生の苗木になると、2年生の苗木を何処

かに持ってきて植栽するか、また向こうに 3年生の苗として根を切って移植してもらいもう一年

やるか、これから市の判断となる。もう一年やると、当然経費もかかる。 

委員 

・長浜の持田白は、青梅の苗木か。 

事務局 

・その通りである。 

委員 

・小曽木（花木園）のもので、摘むという話しがあったが準備は出来ているのか。 

事務局 

・昨年、都の普及センターに協力をしてもらい消毒を実施した。また、立ち囲いについては今後話

しをつめていく。 

委員 

・持田白は穂木が取れるように、アブラムシ対策を普及センターで行っているような方法でネット
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をかけるという話しだったが、どうなっているか。 

事務局 

・現時点では出来ていない。花木園にある樹を活用出来るように、早急に相談をして一番いいかた

ちになるようにしたい。 

委員 

・穂木を取るために病気になっては困る。他には無いと思っていたがここから取れるのか。 

事務局 

・長浜は盆梅というかたちで、樹が植栽されているものより枝は小ぶりになるが、お願いをすれば

穂木はもらえるという確認はしている。 

委員 

・梅の公園には、1,200 本植えるという話しであったと思うが、これで樹は全て用意出来るのか。 

事務局 

・数については多少の前後はあるが、苗木、成木というかたちで用意は出来ると考えている。具体

的な植栽方法については、これからの検討となる。 

３ 協議事項 

平成２８年の「おまつり」について 

事務局 

○資料 3について説明した。（※省略） 

委員 

・28 年の「おまつり」の名称には、市内外への PRをするために「再生」という言葉を入れたい。 

委員 

・今年は例年以上にイベントを実施したが、来園者が少なく残念であった。写真を撮りたい方は、4

月半ばに来て、斜面にある菜の花は他では見られないと言っていた。菜の花を見るために今年は 3

回来ましたと言っている方もおり、梅の時もそうであったが、いい時期の花を見るために何度も見

に来てくれると嬉しくなる。 

・せっかく咲いたのに皆さんに見てもらえないのは残念なので、「おまつり」の期間をずらすだけで

もう少し来てもらえたのではないか。3 月には青梅というのが定着していたので、今回はこういう

期間であった。また、「おまつり」という期間ということで人が来るということもある。 

委員長 

・今回は年末ぐらいから寒かった。対策も出来なかったということもあるが、3 月に咲かす作戦はあ

るか。 



9 

委員 

・条件が悪いため、厳しい。市も不織布をかける対応をしたが、まつり期間中には取らないといけな

いということもあり、うまくいかなかった。 

委員 

・スイセンについてはどうするのか。あのままで来年も咲かせるのか。 

事務局 

・スイセンについては、植替えをしたらどうかということも出ている。色々なところと相談して考え

ていきたい。 

委員 

・3 月に花を咲かせるために、9 月には播種しないといけないとうことで実施したが、菜の花は咲か

なかった。これからやって、3月に間に合うものがあればいいが。 

委員 

・一生懸命色々なことをやったが、蝋梅しか咲いていないような状況もあり残念だった。もっと試行

錯誤して、それから日程を決めてはどうか。 

委員 

・蝋梅は色々なところにあり、2 月には確実に咲くと思う。JR の協力を得られるかは分からないが、

パンフレットを作成して駅から蝋梅巡りをしてもらったらどうか。今年の 2月には、パンフレット

を片手に歩いている方がいた。3月にこだわらず、そういったものを取り入れた方がいいと思う。 

委員 

・梅の公園の蝋梅は、花が咲く前に花芽を切ってしまっている。花が咲き終わってから、剪定しても

らうことは出来ないのか。ツツジ系も同様である。 

事務局 

・全部がそうではないと思うが、花にあった時期に剪定をするようにしていきたい。 

委員 

・花芽を切らないは、人的で出来るので努力をしてもらいたい。 

・蝋梅は、梅の里づくり実行委員会で 300 本、市等でも植えており、梅郷地区に相当の本数がある。

梅郷の商店会・観光協会を中心に、「蝋梅まつり」を考えてもいいのではないか。また、3月に咲か

ないのなら、桜が終わってから「菜の花まつり」を実施してはどうか。 

・4 シーズンを目指すという話しが以前からあるが、3 月の梅に加えて、2 月に蝋梅、4・5 月に菜の

花と期間を広げていけばいいのではないか。尻込みをせず、いろいろ試してみて、修正していけば

いい。 

委員 
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・梅を植えても、すぐに見られる状況ではないと思う。しばらくの間は、梅の公園に行けば色々な花

が見られる状況を作り出す必要がある。例えば、冬場に咲く花ならクリスマスローズ、少し暖かく

なって咲く花、そういったものを散りばめていく。 

・4 シーズンとは言わないが、梅が見られるようになるまでの間は、春の時期、2 月から 5 月ぐらい

まで花が見られる公園にしていく必要があるのではないか。 

事務局 

・時期的なことは、ご意見のとおりだと思う。ただ、今まで 3月というのがあった中で、そこを外す

のは難しいと思うので、2月から 4月という期間の設定は出来ると思う。 

・地域発掘型プログラムの関係者や新たな「おまつり」を提案してきた若い世代、また、地元の観光

協会・商店会、出来れば地元の幅広い方からの意見を取り入れるようなかたちで、より良い「おま

つり」に出来るのが一番いいと考えている。 

委員 

・是非、若い人の意見は貴重なので取り入れるべきである。 

・期間については、あまり長くなると、商店会・観光協会ともに体制的に厳しいので、その点も考慮

する必要がある。 

・4 月頃になると、梅の公園だけでなく地域の各家庭に花が咲くので、そこを散策してもらうという

のもある。 

委員長 

・2、3月で花を咲かすのは難しいので、梅が咲くまでは時期をずらしてはどうか。 

委員 

・3 月は、冬の間は花がなくみんな冬眠をしていたのが、梅が咲くということで人が出てくる。4 月

になると、桜、シバザクラに人は行ってしまう。一番梅の時期にぶつけるのがいいが、梅はないし、

菜の花も咲かない。 

委員 

・西中付近の多摩川沿いに蝋梅は、まだ梅が咲いていない時期に来た人に蝋梅を見てもらい、梅が咲

いた時期に再度来てもらうために植えた経緯がある。委員が言うように、梅が見られるまでの間は

花が無いというのではなく、ある蝋梅を PRしていくべきである。 

事務局 

・蝋梅は時期的に一番早く咲く。梅の公園にも、蝋梅に限らずそれなりの本数はあるので、梅以外に

ついても周知はしていきたい。 

・梅の公園では、梅を植える準備も考えていかないといけないので、植木系を新たに植えるのは難し

い。 

・期間やイベントを含め、幅広い層の方から意見をもらえるかたちを取れればと考えている。 

委員 
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・梅の公園で切った菜の花から、芽がたくさん出ている。今出ているのはいつ咲くのか。 

委員 

・早く植えたから早く咲くものではないので、4月になると思う。 

事務局 

・色々な意見を伺ったところだが、名称も含めて、市としては地元の意見を吸い上げていきたいので、

一度集まる場を設けて可能であれば組織が出来ればと考えている。 

委員 

・花は咲かないのだから、花でなくてもいいか。 

委員長 

・花でなくてもいいと思う。 

副委員長 

・イベントでも期間を設けて出来ると思う。ただし、今までみたいに 1 ヶ月間という期間は難しい。

長い期間となると、やはり花が咲いている必要がある。 

委員 

・色々な団体を集めても纏まらないと思うので、市でたたき台を作ってから、団体を集めて協議をし

たほうがいいのではないか。 

委員 

・参考までに、深谷市のオープンガーデンは毎年 3 日間ほど、無償で誰でも入れるようにしている。 

委員 

・商店会では、苗木が植えられてから毎年、成長や再生していく過程を見てもらったり、梅の樹に名

札をつけるスポンサー制を取り入れ、花が咲くまでの間も宣伝をして、お客さんに来てもらいたい

と考えている。 

委員 

・普段から梅の公園には多少お客さんが来ているので、ぜひ何年後にはこうなるので来てくださいと

いうグランドデザインを看板にして置いたらどうか。 

委員長 

・市でたたき台を作ってもらい、地元と話し合いをしていく方向でいいか。 

-反対意見なし- 

４ その他 

委員 
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・商店会・観光協会で、紅葉まつりを行っているが、天満公園・木原梅園にモミジでもイチョウでも

いいが、お客さんが来てくれる起点を作ってほしいと提案をしたがどうなったか。 

事務局 

・内容については認識している。今は、梅をどう植えるかを第一に考えているため、秋については次

のステップの中で検討していきたい。 

委員 

・昨年コンサルを入れてやっていた計画はどうなっているのか。 

事務局 

・3月で出来上がっているが、その後に新しい強化策の関係で 28年度に植栽が出来る可能性が出てき

たので、成木についてはもっと植えられるのではと見直しをしており、市のコンセンサスを取って

報告したいと考えているので、もう少し待ってほしい。 

副委員長 

 あいさつ 


