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第１１回青梅市梅の里再生計画推進委員会議事要旨 

 

日  時 平成 28年 6月 24日（金）15：00～16：55 

場  所 青梅市役所本庁舎 教育委員会会議室 

出 席 者 委員 13名 

深澤委員、野﨑委員、小澤委員、福島委員、石川（清）委員、高野委員、井上委員、 

渡邊委員、輪千委員、石川（毅）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 12名 

市長、まちづくり経済部長、梅の里再生担当主幹、農林課長、公園緑地課長、公園管理係

長、緑化推進係長、観光係長、梅の里再生担当主査（2名）、農政係主事、梅の里再生担当

主事 

 

（委嘱状の交付） 

配布資料の確認 

１ あいさつ 

 

２ 報告事項 

(1) ＰＰＶ強化対策について【資料 1】 

(2) 平成２８年度ウメ輪紋ウイルス対策検討会（第１回）結果について【資料 2】 

(3) 平成２７年度「梅の里再生まつり」実施結果について【資料 3】 

(4) 梅の公園の再生に向けた梅樹の確保等について【資料 4】 

 

３ その他 

 

配布資料          資料 1 平成２８年度の強化対策について 

資料 2 平成２８年度ウメ輪紋ウイルス対策検討会（第１回）議事概要 

資料 3 梅の里再生まつり実施結果 

資料 4 梅樹確保品種等一覧 

別紙１ 苗木確保状況写真 

別紙２ 梅の公園整備事業スケジュール 

 

6/24 開催の委員会議事要旨です。内容をご確認いただき、加筆・修正等がございましたら、ご記入をお願いいたします。 
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議  事 

 

（委嘱状の交付） 

 ○市長より、新規委員 1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 

市長 

委員長 

 

２ 報告事項 

(1) 平成２８年度の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 

・調査結果ですが、第１回の調査で８２本感染確認され２００本程度切ると聞いているが、第２回の

６月の調査では２０本感染確認し、合計何本程度切るのか。 

 

事務局 

・正確な数字が出ておらず恐縮ですが、およそ１００本程度が伐採対象となっております。 

 

委員 

・いつごろ伐採されるのか。（早くしてほしいので） 

 

事務局 

・感染樹の枝打ちはすべて終わっております。その後の周辺樹を含めた伐採・抜根につきましては東

京都との損失補償契約の後、委託業者が伐採する流れになっており、１回目の調査分はおおむね６

月中にされると聞いています。２回目の調査分は順次契約が済み次第おおむね７月中に伐採される

と考えています。 

 

委員 

・１回目がまだ残っているようだが。 

 

事務局 

・東京都がまとめて依頼を出している関係で、先週と今週で一気に動きがあったと聞いている。若干

の遅れがあるかもしれないが、早期の対応を図っているところです。 

 

委員 

・報告には感染樹の数が出ているが、調査本数を聞きたい。また１回目と２回目の結果から、感染の

傾向があるのか知りたい。同じ筆の中に２回目も見つかったなどの傾向があるのなら、いわゆる伝
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染性のことがあるので、拡大したかたちで徹底調査したり消毒の対応も考えなければいけないので

はないか。 

 

事務局 

・感染園地についてはどの地域に多いとか特に偏りはなく、全体に確認される状況が続いています。

１回目と２回目のということですと、それもまた偏りがあるとはとらえておらず、潜伏期間が３年

あると言われている中で、必ずしも１回目の感染樹のとなりの木が２回目で発症しているとも言い

切れない部分もございますので、感染樹が確認される園地が去年と今年で近いという所は散見され

ますけれども、特異的に出てきているとは認識しておりません。 

 

委員 

・先ほどの委員と同じ質問ですが、調査本数について教えていただきたい。 

 

事務局 

・大変失礼いたしました。今年度地域内の対象樹は約２，８００本です。 

 

委員 

・感染に関する２回の調査をしたということですが、消毒のことを関連で質問しているのですが、市

民のその時の協力度なんですが、どんな協力なのかまたは協力しないのかそれを知りたい。これで

来年３月から植えたという時にとにかく市民全体の協力がなければ青梅のウメは長期的に将来に

わたって花開かない。また市民の協力がなくて、防除ができない消毒ができないとかいろいろトラ

ブルがあるとかでは、生産的にも観光的にもマイナスになる。そこでそんな状況はどうだったのか、

今から１年２年後の対策として常に消毒だけではなくて、梅は青梅の生命なんだということをどん

どんＰＲして、ぜひ消毒にかかわらず、梅をかわいがる、梅を育てるという啓発的運動を側面から

行政としてやっていって、我々も一市民としてやりますが、植えた時にそのあと消毒はできないと

か、あるいはまた出てしまったとかないように心がけて、国・都に対しても青梅はこれだけ市民と

一丸となってやっていくんだとそのようにやっていく必要がある。ここで行った２回の調査の中で

市民の協力度はどうだったのかをお聞きしたい。 

 

事務局 

・昨年度から強化策を開始しており、調査・消毒時に直接ご家庭に訪問、お話をさせていただくなか

で、市職員も必ず同行しています。幸いにして皆さんの協力は非常に得られていると考えておりま

す。調査時に在宅している場合もあり、不在の時もすぐ連絡をいただき、いつ来てもいいとの回答

もいただいております。今年の４月から、チラシを全戸に配布し、不在でも調査・防除については

作業していいと相当数の了解をいただいている。ほぼほとんどの方に好意的に協力をいただいてい

ると考えている。お話をうかがう中では、もっと早くからこのかたちでするべきだった、市の職員

が来てくれてありがたい等あり、おおむね順調に進められております。 

・また国のほうも地域一丸となってやっていると認識しておりますし、評価もいただいているところ

であります。引き続き、再植栽が可能になった後も調査・防除等を継続して行っていく必要があり

ますので、そういった周知を行いながら市民皆さんのご協力を得て実施していきたい。 
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委員 

・今回、第４支会長さんが交代したのでお話させていただいている。おおむね賛成なのは当たり前で

ある、市民としては。しかし一人二人の反対が出た時になんといっても自治会の長である支会長さ

んを中心に青梅のウメに対して反対が一人も出ないように地域の人間関係で今から連絡を密にす

るよう心掛けるのが大事と思う。 

 

委員 

・今年度からうちのほうでも実生苗を植えて検査をされているんですが、それからどのような結果が

得られたのかと、梅の公園などに実生苗が出ているのを見かけるが、抜いたほうがいいのかそのま

まにしておいていいのかお聞きしたい。 

 

事務局 

・実生苗の調査でございますが、昨年度も実施、今年度も実施しております。こちらについてはアブ

ラムシがウイルスを捕毒して飛んでいって実生苗について移した場合、当年度中に感染が確認でき

るという特徴があるので、そういう状態にあるのかどうか調べるため地域内に植栽をして確認して

おります。昨年度は感染は１本もありませんでした。今年度も場所を変えて同じ調査を行っており

まして、あとでご説明いたしますが、実生苗に感染が出ないというのが再植栽の条件のひとつとな

りますので、引き続き現在も定期的な調査を行っているところでございます。 

・また、実生苗があるということですが、場所はどんな所でしょうか。 

 

委員 

・梅の公園とか中道梅園とかに、アブラナに隠れていたり、５０センチぐらいのものもある。散歩の

ときに見るので、抜いたほうがいいのかなと思ったりします。 

 

委員 

・前に切った後に出ているんですよね。うちでも伐採の後やっぱり取りきれず、畑の真ん中ではなく

生け垣の間とかに後から出てきてしまう。充分取りきれない。後から出てきたものがずいぶんある。 

 

事務局 

・梅の公園等で既に全伐採を行っている所は基本的には生えてこない前提でおりますが、出てきてい

るのが確認されれば市のほうで処分しております。また個人等で過去に伐採している所で、枯れき

れないでまた発生してしまった場合には市のほうに連絡いただければ、改めて都のほうで薬剤を塗

るなどの対処をしているところです。 

・自然発生してしまうような所は、感染リスクもございますので抜いていただくようお願いしたい。

個別のことがあればそのつど連絡していただき、市で現場確認等したいと考えております。 

 

委員長 

・気がついたら抜いたほうがいいということですね。 

 

委員 

・実生苗を育てている人がいる。われわれも消毒に行ったときにここなんですと言われ、支柱もたて
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ている。消毒しないわけにもいかず、５～６年もたつとちょっと大きくなる。 

 

委員 

・何年か経っていますけど、次から次へ多いですね。完全に抜根されていればいいですがなかなかで

きない。本当に多い。うちも調査に来ていますけれども、ほかの所も調査してほしいと思うくらい

です。実生は絶えきれないですね。 

 

委員長 

・根が残っているんですかね。 

 

委員 

・種ですね。ちょうどうまく土がかかったりすると出てくる。 

 

委員 

・根まで枯らす除草剤を使えば完全に枯れます。手でやるより手早い。葉にかかればいいんです。 

 

委員 

・だがカウントされているものがある。きちんと実生はだめと言ってほしい。 

 

事務局 

・個々の状況があると思いますので、実際伐採した後、根が残っているものについて、本来枯らし

てあるべき木については情報提供していただければ、先ほど申し上げたように都に薬剤塗布して

もらうなどの対応をいたします。 

・その他実生の関係につきましては基本的には感染リスクを減らすという部分では処分していただ

いたほうがよい。市でもう一度整理をさせていただきますので、所有者にお話をしてご協力いた

だくようなかたちは取りたい。 

 

委員 

・消毒の種類ですが、変わっていますか。消毒を実施した後の効いているのか効いていないのかの

確認はできているのでしょうか。 

 

事務局 

・昨年の秋１１月と今年２月に散布しているものは商品名ウララＤＦという薬剤になります。 

・そのあとの防除の効果ですが、国のほうが定期的に巡視しております。今年度は２週間に１回程

度地域内を回りアブラムシの発生状況調査をしております。その報告によりますと、効果がある

ということで地域内のアブラムシの発生はかなり抑えられていると聞いております。 

 

委員 

・今年度といいますか、植えられるようになった時、その消毒を個々の家庭でその消毒剤でできる

のでしょうか。 
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事務局 

・木の大きさによって、家庭用でちょっとしたスプレーで撒くことは可能かとは思いますが、市販

されているものもありますし、ただ一定以上の大きい木になりますと道具を使って散布する必要

が出てまいります。この後に出てきますが、もし再植栽が可能となった後も強化地区はアブラム

シの防除は徹底的に行っていきなさいということになりますので、当面同様の形で作業していく

ことになろうかと思います。 

 

委員 

・実際に今までも、ウイルスが発見される前からずっとアブラムシ対策はやってきたんですよね。

それが効かなかったから病気が出たということなので、今後そういうかたちでやって薬剤が効く

のであれば徹底してやらなければならないと思う。ですから、それが簡単にやれるのかやれない

のか、今後の問題になりますが、その点もはっきりさせていただけたらと思います。 

 

事務局 

・アブラムシ防除については国も徹底的にすべきということで言われていますので、必ず引き続き

防除の徹底を行っていきたい。また、強化地区以外の市内全域についても同様に、アブラムシが

感染源ということでございますので、市民の方にも協力をいただくような周知、ＰＲ等をしてい

きたいと考えております。 

 

委員 

・庭木の消毒は難しいのではないか。 

 

事務局 

・今、市で考えている流れについては、今年度中に再植栽ができた場合でも、強化対策地区につい

ては当面今のような形で庭木も含めて、秋と春にアブラムシ防除を実施するような形で考えてお

ります。 

 

委員 

・消毒の件ですが、確かに梅郷地区でウメだけやったのではだめで、周りの木にも薬剤散布してい

かなければアブラムシは消滅しない。今の時期ハナミズキや山ぼうし、これにアブラムシがすご

い。ウメのみではアブラムシは全滅しない。日高市にウメが植えてあるでしょう、私は４人で消

毒に行ったんだが、動力噴霧器でしっかりした。畑の中に入ってアブラムシがいるかいないか木

をゆすってみろと言ったんだが、全然出ない。よく効いたなと。畑の周りにお茶やウメの木があ

ったがこれにもかけた。それでも今度検査したら出ないとも限らない。よっぽど緻密にしないと。

梅郷地区だってウメだけやるのではなく、周りの木にも多少かけるほうがいいのでは。 

 

委員 

・素人の考えで申し訳ないが、アブラムシといってもいろいろ種類があると思うんですが、ウメの

木に来るアブラムシは、まず一種類なのか、ウメに来るのは他のどの木にうつりやすいとかある

んですか。 
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委員 

・ウメにつくアブラムシは数種類いる。その中で、他のいろいろなものに行くものもある。ただし

ＰＰＶを持ったアブラムシがそこにいるのかというと、おそらくですね、だいたい３０秒程度で

したか短い時間でウイルスが活性化しなくなるということなので、ウメの木を徹底的に消毒する

ことにすれば、アブラムシから感染しないということになるので、そこがポイントだと思います。 

 

（２）平成２８年度ウメ輪紋ウイルス対策検討会（第１回）結果について 

事務局 

○資料２について報告した。（※省略） 

 

委員 

・梅郷と和田町が入っているとのことだが、同じことをやっていて二俣尾、畑中などはカットされ

ている。生産者としては本来なら二俣尾あたりが入っているといい。春が早いのでいいウメがで

きる。和田は寒いので遅い。だからウメの実は小さい。二俣尾あたりが入っているとありがたい

が、どうも入っていないということですね。それと、ある人に言われたんだが、和田が入ってい

る理由はなんだと聞かれた。人は勝手に想像するので、市の説明はようくやっていただかないと、

われわれが怒られる。だから市が責任を持ってお願いしたい。この地区だけですよと言うと、な

んだよここだけとなる。その地区の人を頼んで調査や消毒をやってもらった手前、ぜひそこの所

をやっていただかないと立場がない。よろしく頼みます。 

 

委員 

・今、言われたとおりなんですが、なぜ梅郷と和田だけなのか、その理由と根拠を教えてください。 

 

事務局 

・強化対策の地区割りですが、もともと強化対策を開始するに当たり国と協議をする中で、梅郷と

和田地区にまずは再植栽をするためにどうしていくかというなかで、その周辺の地域については

アブラムシの飛ぶ距離が約５００メートルと言われているなかで、外からアブラムシが飛んでき

て新たに感染させてしまうリスクを回避するために、最初の説明会の資料のなかには記載がある

のですが、強化地区１が梅郷と和田町、強化地区２がその周辺の地域とし、梅郷と和田町からお

おむね５００メートルの距離を取った地域を２として、１と同様の強化対策を実施することによ

り１の梅郷・和田町地区に再植栽を目指していくというのが、今回の当初よりの計画でございま

す。そこの点につきましては、まずは梅の里の中心部としての梅郷と和田町に植栽するための方

策として生み出された対策案としてご理解をいただきたいと存じます。 

 また、これについては周知をしているところもありますが、なかなかご理解いただけていない部

分もあろうかと思いますので、再植栽が実際認められるということも今年度当然予定して進んで

いるなかで、その辺の市民周知、また再植栽できた後の方法についてていねいに住民周知を行っ

ていきたいと考えております。 

 

委員 

・話の理解はできますが、周辺地区からみると、そっちができたんならうちのほうはいつできるの

かという話が必ず出る。その辺の対応はどうするのか。 
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事務局 

・当然そういうご意見の存在は想定されるところです。今お話しした対策についてご理解をいただ

くのはもちろん、周辺地区についてもこの２年間強化対策として年３回の調査と即時伐採、アブ

ラムシ防除ということで、その周りに比べれば重点的なウイルス対策ができておりますので、早

期に根絶に向けて早く進むということは当然考えられると思います。その辺のところも感染状況

等を注視しつつ今後の対策について考えていきたいと思います。 

・市としても梅郷と和田町の植栽がかなうことで終わりとは一切考えておりませんので、その後、

周辺地区も含め、最終的には青梅市全域の防除地域からの除外が目的でございます。それに向け

ていろいろと対応策についても国と協議をしてまいりたいと考えております。 

 

委員 

・関連なんですが、梅郷、和田町にとりあえず植栽されたとして、そのまわりの地区について柚木

や二俣尾ですが、いろいろ調査しているわけですよね。そうするといつごろから植えられるかあ

る程度のスケジュールが定められるのではないかと思います。感染していなければある程度植え

られるのでは。和田町などと一緒でなくても一年あととか、そういう日程が作れるのではと思う

ので、スケジュールを示していただければと思います。 

また、強化地区以外で、例えば私は二俣尾３丁目です。強化地区外ですが、いつ植えられるのか

見当もつかない。そういう面で、段階的であるにしてもある程度のスケジュールが立たないと。

今、畑がそのままになっている。生産緑地でありながら、ウメを植えるためにそのままにして管

理している状況です。いつになるのか今後の日程を示していただかないと、畑の管理が大変にな

ってくる。感染して伐採してから早いところで最低５年はたっている。そうすると地権者として

も５歳年取っている。畑の管理が余計できなくなっている。そういうこともあり、強化地区以外

の再植栽のスケジュールをできれば立てていっていただきたい。 

強化地区以外はその後調査していないわけですよね。そうしますと、感染の可能性がまたあるわ

けですよ。ですから一段階目の梅郷、和田が植わって、その後の強化地区のスケジュールができ

て、その先、もう一歩先を見ていかないと青梅市全体にウメが植えられないということになる。

その辺長期的にはなるが、ある程度いつからとはなかなか難しいとは思うが、その辺のスケジュ

ールをもう立ててもらわないと農地の維持管理も難しくなる。 

 

事務局 

・梅郷周辺の強化対策を行っている地域について、また市内全域も同じですが、先ほども申しあげ

ましたが最終的には市内全域の防除地域からの除外を目標とし、国も同じですが、その目標に向

かってさらなる対策をとっているところです。 

強化地区以外の市内につきましても、国と東京都でもって委託業者も入っておりますが、調査を

毎年行っております。そのなかで今年も過去の感染樹があった所の周辺（直前の感染源から５０

０メートルの範囲）を年１回悉皆調査しているところです。国の通常ルールではその調査を３年

連続で行って３年間感染樹が１本も出なかった場合にそのエリア、字地区を防除区域から除外す

るという形で、これは青梅に限ったことでなく全国的に同じこの対策で国は行っております。残

念ながら今の段階で、市内全域で感染が散見されているなかでは、例えば来年度はこの地域が除

外されるとかを具体的に示せる状況にはございません。 
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ただ、委員のおしゃっていることも当然ですし、市のほうもそのように考えております。いろい

ろな方法があると思いますので、国とも協議をしながら何らかの方法で早期に再植栽ができる方

向について、引き続き検討していきたいと考えているところでございます。 

 

委員 

・資料裏面の再植栽される植物の要件のことなんですが、再植栽の許可が下りた場合の話なんです

が、埼玉県に準備されているウメの苗約４５００本等については大丈夫なんでしょうが、その他

の場合、具体的にいうと梅の里づくり実行委員会のもとで青梅市観光協会にお世話になり、今年

３月に埼玉県の観賞用のウメを求めて、ＪＡ花園の農産物直売所より観賞用のウメ（高さ２～３

メートル）を１０月から１１月予約で１～２月手配可能の話ができている。購入してから検査で

は遅いわけで、感染確認のための定められた方法について、どういう手順でどの段階でどこへ依

頼するのか、販売先まで来てくれるのか、どのくらいの期間が必要なのか、現状では不明である。

先の話とはいえ１０月に許可が下りた場合早く植えたい。 

シミュレーション等をして、認められた場合については、早急に説明の手順のフロー図等を作成

していただけるとありがたい。もう既に考えられているかもしれないが、それがわかってないと

注文もできない。よろしくお願いしたい。 

 

事務局 

・ここに記載のある定められた方法により感染していないことの確認ですが、お話に出た農業生産

用苗木は予定では来週植物防疫官も同行して調査する予定となっております。今年度あらためて

植栽前に検査をして、感染していないものを持ち込むということになります。また、国が考えて

いる部分については、過去に感染が確認されている地域からの植栽は困難と聞いております。そ

の辺は整理する必要がございます。 

 作業のほうですが、感染確認は葉をとって検査する方法ですので、葉がなくなってからでは検査

はできないということがあるので、おおむね夏過ぎまでにしておかなければこの冬に青梅に持ち

込むことは難しいと考えております。どこにあってどういうもので、過去に感染確認された所に

なかったことを確認し、病気にもかかっていないことの確認をしたものを持ち込むルールになり

ますので、もしそういう部分でありましたら、具体的にお話をいただいて、調査方法等ふくめて

ご相談をさせていただきたいと考えております。 

 

委員 

・実際にもし植えられるようになったときに、例えば業者さん（花屋など）から持ってくるという

ものが当然でてくる。それをどういうふうに調べて検査をするのとか、持ってきてはいけないと

か、そういうことを徹底できるのかどうか。そうでないと植えられるようになったとき必ず他へ

行って個人で買ってしまうなどいろいろ出てくると思うので、そういうことを想定して市でも考

えておかないと、やっぱり病気にかかっているものを持ってこられても困るわけで、梅郷・和田

地区に植えてもいいとなった時に、結果的に梅郷地区にあるお店とかで持ってきたときにどうす

るのか考えておかないといけない。 

 

委員長 

・持ってきても植えられないですよね。 
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委員 

・植えられないけど、個人は知らずに植えてしまいますよね。 

 

委員長 

・お店にもルールを言っておかないとだめですね。 

 

事務局 

・現在も量販店などには個別に植物防疫官が出向いて、防除区域内の個々を回り販売しないように

お願いしており、お店にもご協力いただいているところです。 

・委員のおっしゃるとおり、再植栽が認められるということだけがニュースで流れてしまいますと

みなさん自由に持ち込んでしまうので、これはあくまで防除区域のまま例外的に再植栽を認める

ということをていねいに説明をして、現時点ではまだ認められていない中、全部の準備を進める

のはなかなか難しい面があります。 

 この秋、現在植栽予定のものについて、農業用のものは調査できますし、公園等に植えるものに

ついても調査できているものの植栽は順次進めていく予定ですが、次の段階として、民家への植

栽につきましては、こういったルールがあるので、ご自身で買い求めて持ってくることは基本的

に困難と思われますので、その仕入れ方法・販売方法を定めてそのルールの中で安全な植物を入

れていくことが必要と考えております。 

 

委員 

・徹底してもらえれば一番いいと思います。 

 

委員 

・先ほど他の委員が言ったことなんですが、強化地区の和田・梅郷が植えられるとして、畑中、柚

木などは同じようにいつ植えられるのか。そのことが観光的にも、青梅市の観光にも梅郷の観光

にも、外から観光に来る人たちには、畑中にあるいは他のところにいつウメを植えられるのかと

いうことを、農業の生産のほうも死活問題、観光も死活問題とするならば、今後の見通しとして

夢を持たせてもらいたい。だからまずは梅郷と和田だが、その後はこういう風に青梅市として考

えています、都が何か言う、国が何か言うというのは結果そうなるかもしれないが、でも市とし

てはその後はこういう風にありたいというものを立てて、独自のものを立てて、予定ですから、

そのとおり実現できなくてもいいんです。でもやはり市全体で市民がウメを再生しようという夢

を持たせてもらいたい。ですから、観光的には柚木のほうにもいついつになると、市としては植

えてもらいたいと考えていると。観光的にも農業的にも市民に協力してもらうということになれ

ばやはり強化対策地区のみではなく、いついつだったら植えられますよ、そういう努力をしてい

ますよということを市民に与えてもらいたい。そうでないと全体としての再生はどんどん延びて

いく。観光的にも手順を大きくとらえたものを示してほしい。要望いたします。 

 

委員長 

・これはなかなか難しいと思う。今回強化対策をやってまずあそこだけがやっとなったんだという

こと。それも植えられるかまだわかっていない。その先の話なので、とりあえず目先のことに飛
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びついて行かないと無理なのかなと思う。 

・強化区域の拡大がね、たとえばいま地区１の周り５００メートルありますよね、そこが２番、調

査していますよね、それをだんだん広げていけるか決まっていないんですよね。そういうルール

がないんですよね。その拡大ルールを作っていけるかは国との交渉になるので、そうやって広げ

ていかないとなかなか難しい。 

 

委員 

・霞地区の方でもね、調査を何年か毎年やっている。その地域で出なければ霞地区でも植えられる

のではないか。何年か出ているので植えられない。家のすぐ前のところに４年前に金剛寺の梅の

枝を接いでもらったのが３２本残っている。去年は出なかったが、先日調査に来て全部の木の葉

を持って行った。アブラムシはいないようだと言っていた。感染していれば連絡がある。 

 

委員 

・強化地区で再植栽できるとなった場合、市内でちゃんと調査して３年以上感染が出ていない木を

その地区に持っていくことは可能か。 

 

事務局 

・その点につきましては、できないという答えになります。 

 根絶確認調査については、同じ地域で３年間連続して感染が１本も出なかったそのエリアを防除

区域から除外するというルールで行っております。市内でも一定の区域で３年間感染確認されな

ければ字単位での解除がされていくことになろうかと思いますが、現時点で、今年度、来年度、

解除される字についての報告はありませんので、まだ感染が散見される状況が続いていると思わ

れます。 

 

委員 

・植栽される植物の種類のところなんですが、要するにウメの数なんですが、我々としてはアンケ

ートを取って３７００本となったんですが、それをもとに市が約５０００本確保しているわけで

すね。われわれとしてもエリアが少なくなったので、とてもこの数字には責任持てない。その後

どうするのか。残ってしまったらどこに植えるのか。置いておくと育ってしまうので、そこがね。

アンケートを取らなければいけないが、和田と梅郷エリアだけだとおそらく余ると思いますよ。 

 

委員長 

・植えられることになった時の搬入経路がありますよね。今、日高にあるのは防除して検査もして、

検査済みかなんかの札をつけて持ってくるようになると思うが、先ほど話があったようによそか

ら持ってくる場合、例えば花園グリーンセンターから持ってくる場合、そこまで検査員が来てく

れるのかどうか、その辺はどうなんでしょう。 

 

事務局 

・そこはもうご相談になろうかと思います。 

市の方で植栽する予定の樹木についても、少し遠くのものもあるので、防疫官が行っていただけ

る所はそのようにお願いしていきます。それがかなわない場合、職員なりが行ってすべての木の
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サンプリングをし、検定に出し判定する方法も考えております。 

何かいい方法があればということなのですが、無制限に一般の方がするというのは想定外になり

ます。 

 

委員 

・例えば花園のグリーンセンターで買い付けるとすると、１０月のいつ頃なのかわかりませんが国

の会議がありますよね、それが中旬以降だと葉が落ちてしまい間に合わない。あらかじめ事前に

夏のうちからある程度買おうとしているものの葉の検査をしていかないと。１０月に許可されて

から、それからの検査では間に合わないということで、その辺はどうなりますか。 

 

委員長 

・その辺は目星をつけておいて、早めに検査をかける体制を作っておかないと無理ですよね。日高

の苗は３年前から準備してやっている。 

 

委員 

・基本的な確認で申し訳ないのですが、梅郷・和田が植えられるようになって、日高にある苗は大

丈夫とのお話で、ただ防除区域が解除されるわけではないから、個人的に持ってくるのは可能な

のかどうか。先ほどの話ではお店では売らないでほしい、またＪＡ花園の木は対処しますよとい

うことのようですが、植えられる地域になって、誰かからもらって植えたりしたら、前と同じよ

うに市に申請してここにもありますよという対象になっていくのか、引き続き検査がされるので

はないかと思うのですが、その辺はどうなのでしょう。 

 

事務局 

・現時点で個人が持ってくるのは控えていただきたいと考えております。この条件で検査したもの

を持ち込むということで国としても再植栽した樹木に感染が確認されることがあった場合は、こ

の強化対策のどこかに不都合があったということになりますので、新たに植えた木にはもう感染

は広がらないという前提で再植栽を認めますので、万が一、新たに植えたものに感染が見つかっ

た場合には、強化対策自体がうまくいっていないということになり、その時点で植栽が止められ

るというようなこともありますし、そもそも強化対策の制度を国が再検討することも考えていま

すので、それを含めまして管理が行き届かないものを持ち込むことはできないということの、こ

の記載になりますので、市の方で確実に安全なものを持ち込んでくださいという条件になります。 

 

委員 

・自粛という言葉を取ってほしい。それが独り歩きしているからこんなことになる。ある人に植え

ちゃあダメだよと言ったことがある。でも自粛だからいいんだよと言われた。自粛が独り歩きし

てなんでもいいんだよということになっている。ホームセンターでも売っているから、よっぽど

ダメですよとしないと大変だと思いますよ。 

 

委員長 

・もし秋に植えていいという判断が出た場合、やはり市が入口をしっかり守っていかないともうい

いんだということになる。われわれはわかっていますからやらないですが、他の人は植えていい
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んだという話が広まると植えちゃいますよ。市の検査済みの証がないと植えられないんだという

ようなルールを作って広報等で周知していかないと。 

 

事務局 

・おっしゃるとおりでございまして、今市で考えている再植栽される木については何らかの札、管

理札をつけて管理することを考えております。その札のないものは植えることはできないという

ことは行いたい。その辺の条件付き再植栽については、ていねいに周知を行って、個人でルール

なく持ち込むことはやめていただくようにしたい。 

 

委員 

・植えていいとなった時には、場所の問題ですが、当面一般の人が持ち込まないようにするために、

梅の公園と生産者の畑だけというように、そのくらい強硬にやってもいいと思うんですよ。申し

訳ないが一般の方はもう少し遠慮してほしいとかいう考えがあるのかお聞きしたい。 

 

委員長 

・市の方でいい案を考えると思いますよ。 

 

事務局 

・委員のおっしゃるとおりでございまして、市としてもこの秋に再植栽が認められた場合、この冬

に再植栽するのは公園と圃場（農家の畑）に限定をせざるをえないという形で植栽をスタートし

て、その後民間を含めたルール等を検討し、国の条件を満たせるような条件が整った時に民間も

含めた再植栽を進めてまいりたいと考えております。 

 

委員 

・報告事項の中に兵庫県の川西市なんかも出てきていますが、青梅市と同じようなことでやってい

るのですか。 

 それともうひとつ、ここに書いていない所でウイルスが出た所がありますよね、そこではどうい

うふうにしているのか知りたい。 

 

事務局 

・強化対策として青梅と同様の対策をとっているのは兵庫県の川西市のみでございます。全国で２

か所のみです。川西市は聞いているところによりますとエリアが狭い。もともと桃の生産地でモ

モの木が多い地域でありますが、同じように再植栽をするエリアとその周りのエリアに同様の対

策をとって、中心部に植栽をしていこうということで、昨年度青梅市より少し遅れてスタートし

ておりまして、昨年度は強化対策がすべて行われていなかったという理由でもう１年対策を行う

ということで、青梅市と同様今年度も強化対策を実施しております。そのほかに新たに強化対策

を行っているところはございません。 

・それ以外の地域、兵庫県、大阪府、愛知県等ありますが、そういうところは、通常の国が定めた

根絶確認調査を行っておりまして、先ほど来お話が出ておりますが、一定の範囲内の調査を行っ

て３年間連続して感染が確認されなかった場合、大字ごと単位で防除区域から外していくという

ような形で、全国的には若干のエリアで解除されているところもございます。最終的にはすべて
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のエリアを防除区域から除外していくのが国の方針であります。 

 

委員 

・先ほど、再植栽された場合にはその後も行政が薬剤散布していくというお話がありましたが、今

の農薬は毒性が紫外線で分解されて２～３日しか持たないということなので、ぜひもっと回数を

増やしていただきたい。また他の委員がおっしゃったように周りの作物、雑草などにもアブラム

シがついていますので、そうした面も考えていただけたらと思います。 

 

事務局 

・薬剤散布については国の方からも防除効果のあるものを確実に散布するようにと言われておりま

して、そのように実施しているところです。また今後についても効果的な防除について引き続き

国・都と協議をしてより良い方法で実施していきたい。 

 

委員 

・先ほど他の委員さんがお話した、よそから仕入れた苗のことなんですが、何年か前青梅市はダメ

だということで、市外のお店で「大丈夫ですよね」と確認して買ってきて苗を市外で植えたんで

すが、半年から一年ぐらい経ったころ大分かかったんですね。青梅でなくてかかったんです。青

梅市のように重く感じてないんですね。ウイルスに関して。市外のお店、ホームセンターの対策

をもう少し強化していただいて、感染がないというのを調べていただいて、植えられるようにな

った場合、市の方の注文とは別に他の種類もほしいときに、そういうときに心配なんですよね。

もう少し各ホームセンター等に対して話していただけたらと思います。 

 

事務局 

・東京都の場合、西多摩地域を中心に広範囲が防除地域になっておりますので、市内だけでなく、

横浜植物防疫所のほうで個々に購買エリアの店舗をまわって、販売自粛の要請をしてご協力をい

ただいているところです。若干徹底されずに販売してしまっているような情報があった時にはす

ぐに防疫官が出向いて個別に行って止めております。その辺のところはわれわれも注意はしてお

りますが、もし情報があった場合にはお知らせいただければすぐ国の方に伝えて徹底させていた

だきたいと思います。 

 

(3) 平成２７年度「梅の里再生まつり」実施結果について 

事務局 

○資料 3について報告した。（※省略） 

 特になし 

 

(4) 梅の公園の再生へ向けた梅樹の確保等について 

事務局 

○資料 4、別紙 1・2について説明した。（※省略） 

 

委員 

・これだけの計画がかなりできて、９０パーセントやれるという前提でスタートしているんだから、
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そのかたちでなんとかやれるようにしましょう。 

 

委員 

・お聞きしたいのですが、例えばお寺とかでけっこう昔から名の通ったウメを全部切られているん

ですが、そういうところでウメの木である程度のものがほしいとなったときに、市の方で話を聞

いてもらえるでしょうか。たとえば有名なウメの種類で、普通の種類を植えるのではなくてある

程度いいものを植えたいとなった時に相談に乗ってもらえるのか。なかなか買うとなってもつて

がないので。 

 

 

事務局 

・先ほどの一覧表の中にあった石岡市のほうで、２１品種の苗木の生産をしていただいているとこ

ろでございますが、基本計画の中では６０～１００品種ということでさらに品種の確保というこ

とで今作ってもらっている次に新しく接ぎ木をやってもらおうと思っておりまして、先方の農家

さんともそういう話をしております。具体的には梅の公園という枠の話ではあるのですが、施設

整備計画のなかでも何種類かの品種の名前があがっておりますので、その品種の確保に向けて農

家さんと相談させていただいている状況です。農家さんとの話の中では持っていないものもある

ので、そのときにはこういうものをつくってほしいと要望すれば相談に乗れますと。穂木を用意

すればそれで生産は大丈夫と言われているので、穂木の確保ができれば（防除地域かどうかや品

種のこともありますが）先方の農家さんと相談することもできますし、また品種の候補があれば

あわせて相談をすることができると思っております。 

 

委員 

・では相談させていただきます。植えられるようになったときに、当然感染の確認検査が必要にな

ると思いますので、その面でもやっぱり相談させてもらう方がいい。 

 

事務局 

・新しく作ることになりますと、どこかに頼まなければならないということになります。 

 

委員長 

・あとは大きさですよね。作るのか、あるものを持ってくるのか。 

 

委員 

・お金のこともあるので。 

 

委員長 

・植木屋さんもけっこうありますから、そちらから探すこともできますね。 

 

委員 

・やはり相談に乗っていただかないと。結果的にはわからないということが多い。 

 



16 

 

委員長 

・こういう木が欲しいというのがあれば情報はあると思いますよ。 

 

委員 

・関連でぜひお願いしたいのが、組合長もご存じのジョイント方式というのがありますが、この間

立川に見学に行ったんですよ、うちのほうは苗がないからこういう風にやりたいということで普

及指導員に聞いたら、結局は幹でなくてはダメだと言われた。枝から伸ばしても木としてうまく

ない。 

 それで急きょ作っていただかないと、苗がないわけなんですよ。やりたい人が幾人もいるので。

あれは一年生でないとだめなので、頭の中に入れておいていただいて、ぜひお願いしたい。 

 

委員長 

・日高のは使えないよね。 

 

委員 

・ジョイント方式をやる場合に、今までの種類ですとどこかに受粉樹を入れないといけない。市の

石岡のリストにある「みのり」というのがあるんですが、１本でよく実がなる。ジョイントをや

るならそういう品種でやったらたくさん生ります。この木は受粉樹いりませんから。 

 

委員長 

・ジョイント方式でやれば３年で実がなるんですよね。 

 

委員 

・受粉樹を使わないとうまくいかないと思う。 

 

委員長 

・ジョイントするならどういう種類がいいとかありますよね。 

 

委員 

・みなさん好みがあるんです。いろいろ言われるので。 

 

委員長 

・リクエストをもらって頼まないとできない。早めに言わないと。 

 

委員 

・若干時間がありますので。その辺のところは。 

 

委員長 

・アンケートを取ると思うんだけど、その時にいっしょに入れてもらって。 

 

委員 
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・来月役員会を開いてそこでやろうと思っています。皆さん手をあげているんですよ。まったく苗

がなかったというわけにはいかないので。 

 

委員 

・今の説明の中でも、前の資料の中にも、６０～１００品種ということでありますが、今確保され

ている苗はまだ品種数も及ばないような感じですが、スケジュールに従ったとしても、完全でな

いような状態でとりあえず進んでいるということなんでしょうか。 

 

事務局 

・一般的に花ウメの販売がもともと少ないという状況で、苗木から作っていかないと品種の確保は

できないということは把握しております。 

 今は第一段階として２１品種を作っております。この後また違う品種を作っていただく相談をし

ています。ですから２８年度で、全体の６０～１００品種の確保は難しいと考えます。少しずつ

生産をして品種を増やしていくようになると思っております。 

 

委員 

・私も前に例えば昭和記念公園にある梅樹の種類を資料として送ってあるかと思いますが、それな

どにもかなりの品種があるので、接ぎ木で増やしていくのであればかなりの数は増やせるのでは

ないかと思っています。 

 

事務局 

・いただいた資料は承知しております。茨城の農家さんが持っているもの、それ以外で、例えば昭

和記念公園であるとか、そういった所のものを今後を考えていく中で生かし、品種を増やしてい

きたいと思っております。 

 

３ その他 

特になし 

 

副委員長 

あいさつ 


