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第 10 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 11 月 20 日（金）15：00～16：35 

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 ２名 

東京都西多摩農業改良普及センター 吉村所長 

東京都産業労働局観光部振興課 若林課長 

事 務 局 10 名 

副市長、まちづくり経済部長、梅の里再生担当主幹、商工観光課長、農林課長、公園緑地

課長、梅の里再生担当主査、緑化推進係長、梅の里再生担当主事、農政係主事 

１ あいさつ 

２ 報告事項 

(1) 対策検討会の結果およびＰＰＶ強化対策状況について【資料 1・2】 

(2) 中道梅園、神代橋通り等の花苗植栽について 

３ 協議事項 

梅の里再生まつりについて【資料 3】 

４ その他 

配付資料          資料 1 平成 27 年度対策検討会 

資料 2 PPV 強化対策実施状況 

資料 3 梅の里再生まつり 
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議  事 

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および２について報告した。（※省略） 

委員 

・農水省との検討会の話があり、全国、東京、愛知、大阪、兵庫とか出ていますけど、全て青梅と同

じ状況で検査をしているのか。 

事務局 

・今年度から青梅市で取り組んでいる強化対策については、全国で青梅市と兵庫県川西市のみで取

り組んでいるものであります。 

委員 

・他の市町村でもアブラムシは出ているのか。 

事務局 

・今回の、アブラムシの発生状況調査については、全国で青梅市のみで調査を行っている。 

委員 

・専門家の意見というのは青梅市に対する意見ということでよいのか。 

事務局 

・そのとおりです。 

委員 

・専門家の意見が五つ載っているが、この中で一番問題視されているのはどの項目なのか。 

事務局 

・今回の評価の中では、感染樹の即時伐採について、一部の感染樹について一定の期間を要してし

まい、その間にアブラムシによって感染が拡大した可能性について否定しきれないという点、ま

た、アブラムシの調査の中で、保毒している虫が発見されたということも要因となりまして、そ

の間に感染を拡大させる要因が残っていたということが今回の評価の要因ということでとらえ

ております。 
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委員長 

・まだ、伐採ができていない場所もあるとのことですので。 

委員 

・資料２（１）の感染状況調査ですが、感染樹の数は出ていますが調査を行った数、分母の方はどう

なっているのでしょうか。 

事務局 

・今回の調査の中で、強化地区内には約３，７００本の対象植物が存在しておりました。 

委員 

・すべての対象植物を三回調査したということでしょうか。 

事務局 

・完全にすべてということではございません。調査を行っていく中で、新たな対象植物の情報もい

ただいておりますので、すべてが三回できたというわけではなく、少なくとも一回は確実に調査

が行われているということでございます。 

委員 

・梅郷６丁目の川沿いの方に桜の木がありプレートが２、３個付いたままになっているものがあるが、

あれは持ち主が不明であるから切らないのか、それとも消毒だけをしているのか、そういうものが

残っているとまた植えられないということになると、何年経ったら植えられるのかという話になる。

そういうものを消毒だけですむのか。 

強制的に伐採させることはできないのか。 

委員長 

・それは桜の木ですか。 

委員 

・桜の木だと思います。そこにプレートが２、３個貼ってあるのですが、それがそのままになってい

る。 

事務局 

・桜の木につきましては、直接的にウメ輪紋ウイルスの感染樹からは除外されております。 

また、桜の木につきましては、今年度もですが、実際自然界の中で感染しないということの確認

のため、青梅市内の桜の木も国の方で調査を行っております。その関係でタグのついている桜の

木があることは承知をしております。 

今年度の調査でも、桜の木については感染をしていないということで、今回の防除には含まれて

おりません。 

また、タグにつきましては、実際サンプリングした木には必ずつけることになっておりまして、

原則的に感染が確認されなかった場合でも、そのタグはそのまま残しておくということで、国の
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方で取り扱いをしておりますので、タグがついているものが感染をしているというわけではござ

いません。 

委員 

・対策検討会の評価について、強化対策の効果の発現はみられるものの、梅郷地区に設置したトラッ

プに PPV を保有したアブラムシが確認された。という理由で梅樹植栽の許可が次年度に延期された

という風に評価されたということになっておりますが、これでは感染樹が存在している限り、いく

らアブラムシを防除しても、新しく生まれたアブラムシが感染してしまうので、いつまで経っても

梅樹植栽の許可が下りないように考えられる。 

・精力的に強化対策を遂行しているということは分かるのですが、現状の対策では２８年度秋の対策

検討会において梅樹の植栽の許可が出るか、かなり厳しいように考えてしまう。 

したがって、対策検討会は何をもって梅樹植栽の許可の判断基準にしているのか、一番の課題です

ね、今以上に追及してですね、それに沿って対策を練って実行する必要があると思います。 

・前回、聞いたのですが、完全な対策は、アメリカで全伐をして成功した例を聞きまして、全伐しか

ないような気がするのですが、いろいろな課題があると思います。 

・２８年度に梅樹の再植栽が出来そうな明るい材料があれば教えていただきたい。 

事務局 

・強化地区内に感染樹が残っている状態が続いている場合は、即再植栽が可ということにはならな

いと国の方でも考えているところではあります。 

今回、伐採を拒んでいらっしゃる方につきましては、今年度に入りまして精力的に訪問をさせて

いただき、何とか早期に伐採をしていただけるように取り組んでいるところです。 

・保毒しているアブラムシが出たというところですけども、一頭出たから駄目ということではなく、

全体の調査、評価の中で出てくるものですので、まずは調査を確実に行うこと、そして感染が確

認されたら即時に伐採をすること、これをすることによって再植栽をしたとしても、これ以上の

感染の拡大は抑え込めるということが認められれば、再植栽ができるということでございますの

で、青梅市としてもそれに向けて取り組んでいるところでございます。 

事務局 

・法政大学の教授も専門家として参加されており、当初から青梅に入って大学独自で色々な研究を

行っている。 

その教授は、非常に青梅のことを存じており、青梅の取り組みを非常に評価してくださっていま

す。 

先程、谷合の方からも話があったように、この対策が１００パーセント全部できたわけではない

中での評価をするということは十分考えられるとのことですので、特に法政大学の教授は兵庫県

の川西市も同じ対策を練っているのですが、そちらと比較すると青梅市の方がはるかに明るいと

のとらえ方はされております。 

委員長 

・これが達成できなければ次へ進めないというのは重々承知しているのですが、そういう取り組みは

現在しているということでございます。 



5 

そして、来年の専門委員会に諮るために来年春からそれに向けて一生懸命取り組んでいくというこ

としかできない。 

ですから、防除の方もするし、検査も国の方でやっておりますし、そして感染樹につきましては伐

採、抜根もしておりますので、その結果をみてということでありますので、是非皆様の協力をいた

だきながらですね、市も延べ６００人も出してやっていますから、もっと人も出して完璧な状態に

して９月の結果を待つというのが今の段階でございますので、そのあたりを御理解していただけれ

ばと思います。 

委員 

・感染のおそれのある梅の伐採について、市の方で非常に努力されていることは理解できます。 

しかし、行政がダイレクトに個人の梅について交渉するというのは円満にいく場合もありますし、

それから行政に対してアレルギーをもっている人もいます。 

梅郷の観光会長がいったように、難しい問題があれば、もっと多角的に、自治会の力を借りたり、

地域の有志の方、著名な方、歴史あるいは梅の専門の方、そういう方と一緒にタッグを組んで色ん

な形で説得をしていく。 

そうして、公園を中心としたところにはアブラムシはいないということをアピールする。 

行政だけが努力をするのではなく、自治会を中心に協力をしてもらっていくということを検討して

いく。 

事務局 

・お話はごもっともだと思います。我々も交渉にあたっては地元の方々の御協力もいただきながら行

っておりますので、今の御意見も踏まえまして、今後の交渉については行っていきたいと考えてお

ります。 

委員 

・今、梅の木を頼んでいますよね。 

昨日、豊田に行ったのですが、そこにちゃんと梅の苗木を青梅のものとして植えてくれている。 

そういったものは今後どのようになるのか。 

事務局 

・ＪＲからは、昨年、梅の公園の西側地区において鉄道沿線からの森づくりという中で、春に咲く

樹種などを、私どもも一緒になって植樹をしている。そういった中で、ＪＲ東日本八王子支社と

しても、梅の公園、梅の再生に向けた部分はＪＲとしても非常に重要なものがあるという風な捉

え方をしていただいております。 

そうした中で、２８年度植栽の予定でありますので、適切な時期に梅の苗木の植栽を行っていく

といったところの御協力の話をいただいている。 

今後、植栽が可能になった際には、ＪＲ東日本八王子支社の方で、何か所かに分散させて現在、

苗木の育成をしていただいているので、そういった苗木も活用させていただきながら植栽を計画

していきたいと考えております。 

なお、それらの苗木については、状況確認を行っております。 
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委員長 

・今、公園に植える梅と畑に植える梅とは別に考えており、生産者の方々に必要本数を確認したと

ころ３，０００本無かった。それを今、５，０００本ということで発注してある。 

これはそろそろ２年経つので、３年経つ前に近所まで持ってくることを検討している。 

埼玉県内に場所を確保して持ってこようと考えている。 

現在、茨城県に置いてあるのだが、３年も置いておくと管理料が上がってしまう。 

・公園に植える木につきましては、頼めば集まる本数だということなので、再植栽が可能になった

ら直に持ってきて植える。 

また、苗だけだとすぐに花が咲きませんので、成木も植えるという計画も市のほうである。 

・まずは、強化区域の指定が解けないことには植えられないので、解除をすることが先決。 

委員 

・対策会議の日程ですが、来年度も同じ１０月なのですか。 

・対策会が開かれないかぎり再植栽はできないということが考えられると思いますが、それに向けて

２８年度の調査のスケジュールが決まってくると思います。そのスケジュールの密度を上げて、早

めに検討会を開くことができれば、それによって早いうちに再植栽が可能になるように感じるので

すが、そのような要請はできるのでしょうか。 

事務局 

・検討会については、通常１０月になるのですが、その点については再植栽に向けてなるべく早く

開催してもらえるよう要請をしていく。 

・国の方でも遅くても１０月ということで考えておりますので、場合によれば前倒しの検討会の可

能性も残っております。 

委員 

・来年度についても、今年度と同じ防除や調査を行っていくということですが、今年これだけの強化

策をやってもウイルスを保有したアブラムシが見つかったりですとか、伐採が期日どおり行えてい

ないとか、同じことが繰り返されるのではないか。 

その結果、ノーグッドがでた時には、また次の年にも同じことをやるのか。 

あと３，７００本について全伐ということを頭にいれて、その辺の検討もしていく必要があるので

はないか。 

そういうことを検討していかないと生産者の苗木も大きくなってしまう。 

何万本も切っているのだから、それに比べたら大した金額ではない。 

事務局 

・御指摘の全伐については、従前も検討していたところではございますが、諸課題がある中で今年

度から開始した強化対策が最善の方法であるということで、国で決定をし、市もそれに沿って対

応をとっているところでございますので、今回初年度ということで課題についてははっきり出て

まいりましたので、市がとるべき必要な体制もとりますし、指摘された部分については解消する

ような形で取り組んでいければと考えております。 

・次年度の強化対策の内容につきましては、基本的には本年度同様の対応になろうかと思いますが、
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この後、本年度の対応結果につきまして国の方でも検討を重ねまして、東京都、市と改めて協議

をして、次年度の強化対策の手法については最終決定をしていく予定でございます。 

委員 

・青梅だけの話ではないのですが、今回１０月の会議は青梅の対策に対する検証の会議だということ

は認識しているのですが、一方、国から考えると本数的には青梅より多い伊丹だとか宝塚、川西も

そうだと思いますが、オールジャパンとしては青梅の結果を待っているような状況なのでしょうか。 

それとも独自の対策を行っているのでしょうか。 

事務局 

・強化対策につきましては先程申し上げましたとおり青梅市と兵庫県川西市、この２市のみで取り組

んでおります。国の方で従前の取り組み方針、防除対策につきまして全国的にとっております。 

別の方法というものはとっておりません。 

・２市以外の全国につきましては、従前の調査体制および伐採体制をとっております。 

一定のルールの中で、エリア内に３年間感染樹が確認されない場合は、防除区域から除外していく。 

１０月１６日の国の検討会におきましても、青梅市の強化対策についてのみの議論ではなく、全国

の調査結果の報告もありその議論も行われまして、防除区域から除外すべき地域や新たに防除区域

に指定するべき地域もありました。 

委員 

・解除される地域も出てきているわけですね。 

事務局 

・はい。 

委員 

・わかりました。 

(2) 中道梅園、神代橋通り等尾の花苗植栽について 

事務局 

○１１月１９日作業内容について報告した。（※省略） 

３ 協議事項 

 梅の里再生まつりについて 

 事務局 

○資料３について報告した（※省略） 

委員 

・先日はお疲れ様でした。 

常盤会など地元の理解の深い人たちが参加してくれたことは、今後いろいろなことをやっても協力

は得られるのではないかと嬉しく思っていた次第であります。 

・ローカル新聞社も２社来ていたので宣伝になり、梅郷の商店街に人が来ると思いました。 
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・植えている最中に思ったのですが、植えたところ以外にも空地がずっとある。 

梅を植える時にはすべて撤去することになると思いますが、一坪農園のような形でガーデンを設置

できないか。責任感のある人に植えていただく。 

当日、手伝いに来ていた人の中にも希望者はいた。 

・梅の里づくり実行委員会でオープンガーデンをお願いしたのですが、１０件お願いしたら１件しか

出なかった。 

事務局 

・後程来年の祭りの話をさせていただきますが、基本的にイベント等を空地でできないかと考えてい

る。 

・中道梅園に限らずですが、青梅市内の空き地の活用については、梅を植えた以降も必要になってく

ると思いますので、今の意見も参考にさせていただきながら今後検討をさせていただきます。 

委員 

・現在、中道梅園と神代橋通りの花の苗といったお話をいただいたのですが、梅の公園はどうなって

いるのでしょうか。 

事務局 

・梅の公園につきましては、斜面のところに梅の花枠を付けて、１，６００ポットを今後植えていく

ということです。 

あと、プランターを活用させていただいて入口からのプロムナードといった形でやっていく。 

・斜面についてはボランティアでは危険がありますので、今回は業者にお願いをしていく。 

委員 

・今年は全てパンジーかビオラでやるということですか。 

事務局 

・昨年菜の花を植えて、３月には厳しいということが分かりました。 

青梅市として来年梅の再植栽を行っていくという前提のもと、今年度については梅の公園はビオラ

でございます。 

委員 

・周知についてですが、今年３月もそうでしたが、イベントが別々のチラシに載っていて分かりづら

い。すべてが分かるチラシがあれば良いと思う。 

事務局 

・今まで吉野梅郷観光協会、商店会、市があり、また昨年度の地域発掘イベントというのは別に同じ

時期でやっておりました。 

・商店会は時期的な問題もあり別になってしまいますが、その他については先程の御指摘のとおり、

とりまとめて作成していきたいと思います。 
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委員 

・オープンガーデンについてなんですが、梅の里づくり実行委員会のオープンガーデンというのは大

聖院、岩割の梅、鎌倉の梅、といった所に肥料代を年間出しオープンガーデン化していったわけで

す。 

オープンガーデンをやるとすると具体的に何処がオープンガーデンなのか観光客に分かるように

していただきたい。 

事務局 

・梅を中心として名木、古木等をオープンガーデンということでご協力いただいている。 

昨年も青梅市観光協会を中心に、観光客に対して庭等を解放していただけないかということを御協

力いただける方については、お願いをした。 

・今年も同じような形で、できたらと思っている。 

・チラシ等についても御指摘の点を盛り込んだ形でやっていきたいと思います。 

委員 

・タイトルが、「甦れ！梅香る吉野梅郷」と再生を目的にやるんですが、イベントの内容がバラバラ

でメインが何か分からない。 

観光客も何をしに来ているのか分からないと思う。 

その上、寄附をお願いしたりするわけですよね。 

・梅を植えた後も、観光客に来てほしいのならば先につながるように、そういうストーリーを描いて

いると思うんですが、もう少し見える筋道を考えた方が良いのではないか。 

事務局 

・昨年は菜の花をメインということで行った。 

今年どうしようという中では、梅の里再生ということになった。 

基本的にはイベント中心で、観光客の方々に来ていただくというスタンスで皆様に取り組んでいた

だいた。 

ただ、再生というところが見えてこないというのももっともだと思います。 

・今までは、梅の公園の入り口駐車場のテントの中で梅の里の回顧展ということで過去のポスターや

写真を貼っていただけでしたが、その中に将来像の部分も含めて、伊藤委員が仰られたとおり、再

生に向けた取り組みの紹介も謳っていかなければいけないと考えているところです。 

そういった点や横断幕で、観光客の方々についてもこういった事を行っていると分かっていただく。 

事務局 

・肝はやはり梅なんですよ。梅がなくてもこの地区では色々とやっていますよと。 

芯は無いかもしれません、バラバラかもしれませんが、そういった中でも色々な事をやっている。 

これで梅が揃ったらもっと賑やかになるじゃないですか。 

そういう意味で、バラバラな感はあるかもしれませんが、これで梅の再生が成った日にはこんな賑

やかなイベントがいたるところで行われている。 

これは再生までの繋ぎのイベントではないと考えておりますので、梅が再生してもこのようなイベ

ントは続けていきます。 
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これで梅が再生したときには、こんな賑やかなイベントが行われるんだといった意味合いも含めて

御理解いただければと思います。 

委員 

・「ふたたび日本一の梅の里へ」という横断幕に何か違和感を感じるのですが。 

「日本一の梅の里に向かって」とか、何か頭に「ふたたび」が来ているのが。 

日本一は梅の公園じゃなかったんでしたっけ。 

事務局 

・日経新聞で梅の日本一ということで、梅の公園を中心とした吉野梅郷地域ということになっており

ます。 

当然、写真を撮るのは梅の公園だと思うのですが、農園や山里なんかも含めた形で日本一というこ

とになっております。 

ただ、深沢委員が仰られたとおり、初めて来た観光客の方がすぐに分かるような横断幕を考えてい

きたいと思います。 

委員長 

・それでは以上の協議事項について御了解いただけたということでよろしいでしょうか。 

-反対意見なし- 

４ その他 

委員 

・梅の苗を埼玉県にもってくるということで、畑の方も用意ができるかなと思っております。 

今井の四丁目あたりには持ってこれないということなんですよね。埼玉県境には梅の木がたくさん

植えてあるわけですよ。 

その辺のところを道路公団等に問合せをして調べてほしい。 

事務局 

・圏央道の青梅インター付近にあります梅の木につきましては、今年度、東京都と協議をし調査に入

っております。 

引き続き調査の方は行うように話はしていきます。 

事務局 

・越生町で全国梅生産者の女性サミットというのを、来年の３月に開催したいということで、昨日話

がありました。 

詳細についてはまだ把握しておりませんが、参加者にはチョーヤ梅酒の方ですとか和歌山県、大阪

府、群馬県等から女性生産者における女子力アップと消費拡大ということでパネルディスカッショ

ンを行う。 

その中に、当委員会の委員である原島委員にも参加をしていただくということになりました。 

詳細につきましては、改めてお話いたします。 
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委員長 

・男性も大歓迎と書いてありますので、是非御参加ください。 

委員 

・梅の木を５，０００本持ってくるというのは確定したのですか。早く決めていただきたい。 

委員長 

・早急に決定するということで。 

委員 

・アートパズルラリーですが、１４日から始めて本日まで３名しか参加者がいない。 

是非、皆様にも参加していただきたい。 

副委員長 

・貴重なご意見をたくさんいただき、ありがとうございました。 

・梅の花の無い期間、今年で２年目になると思います。盛り上げようという気持ちも感じます。 

・様々なイベントが現実的に生まれ、若い方々がユニークな発想をもって参加している。これが単な

る穴埋めではなく、今後に繋がり磨きがかかり、イベントとしても盛り上がる。そういった事にな

るのではないかと感じました。 

・来年３月の梅の里再生まつりを成功させ、秋には再植栽が可能となれば今後の見通しも良いと感じ

ました。 


