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第１３回青梅市梅の里再生計画推進委員会議事要旨 

日  時 平成２９年２月９日（木）15：00～16：41 

場  所 青梅市役所本庁舎２階 204 会議室 

出 席 者 委員 14 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、鈴木委員、廣田委員、原島委員、越前委員 

オブザーバー １名 

東京都産業労働局観光部振興課 若林課長

事 務 局 青梅市 12 名 

１ あいさつ 

２ 報告事項 

(1) 梅樹の再植栽について 

(2) 平成２８年度「吉野梅郷梅まつり」実施計画について【資料１】 

３ 協議事項 

青梅市梅の里再生計画「梅の里再生・復興プラン案」について【資料２】 

４ その他 

配布資料         資料 1 平成 28 年度「吉野梅郷梅まつり」実施計画 

資料 2 青梅市梅の里再生計画 梅の里再生・復興プラン案(平成 29 年度版） 

議  事 

１ あいさつ 

副市長 

・いよいよ、梅が植えられるようになり、市でも来年度予算の編成を行っている最中ですが、今まで

は防除中心でしたが、植樹ができるということで、明るい話題が出てきたところです。 

・３月５日から３月２０日まで、梅まつりの開催を予定しています。特に、３月５日には中道梅園の

グルメマルシェ、１１日には梅の公園での植樹イベント、最大のイベントは１２日の観梅市民まつ

りですが、パレードや観光親善大使の篠原ともえさんも出席いただけるなど、盛大に開催できるこ

とを期待しています。 

・市内の小学校５・６年生から、梅の里再生・復興プランの副題となるキャッチフレーズを募集しま

した。現在、選考を行っています。全部で４９６名、５３４点の応募がありました。皆、将来、青

梅の梅が見たいなど、良いキャッチフレーズがたくさん来ています。近日中に皆様にもご披露でき

ると思っています。市としても、子どもたちの夢のあるキャッチフレーズを広くひろめて、市一丸

となって復興に向けて進んでいきたいと考えています。 

・梅の里再生・復興プランには、市として数字的に高い目標も掲げていますが、ここを目指して頑張

って取り組んでいく所存です。 
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・復興は、長い道のりとなると思いますが、子どもたちに将来、感謝してもらえるよう努力していき

たいので、今後ともより一層のご指導をいただきますようお願いいたします。 

委員長 

・ 昨年植えられるようになりまして、３月には梅まつりも開催されるなど、明るい話題もできて大

変よかったと思っております。 

・ 今月の２５日、２６日には梅郷・和田町地域の農地に梅の木を植えるという予定もあります。 

・ 当委員会も１３回の開催となり、梅の里再生計画を作り、取り組んできたわけですが、当初はピ

ンチをチャンスにと取り組んでまいりました。これからは本当の再生を進めていきたい。梅の木

がないとなかなか盛り上がらないものです。 

・ 気持ちを一つにして、更なる気持ちで梅の里再生に取り組んでいきたいと思います。皆様のご協

力をよろしくお願いいたします。 

○配布資料の確認を行った。 

２ 報告事項 

(1) 梅樹の再植栽について 

事務局 

〇今年度の植栽（梅の公園や農地等）について（※省略） 

事務局 

・再植栽ができるようになり、昨年、改めて農家にアンケートを取りまして、まとまった数が約 2,000

本ということです。 

委員 

・ほとんどの農家さんが植えられるのですか。 

事務局 

・ご希望のあった農家数は６０件です。 

委員 

・３月末までに、植えられるということですか。 

事務局 

・そうです。 

委員 

・お礼です。前回のこの会議で、１月、２月は厳寒期なのであまり植えられないという話がありまし

た。私は梅まつりまでには植えてもらいたいと要望したのですが、昨日も梅の公園に行きましたら、

植栽作業を頑張ってされていました。ありがとうございました。 
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(2) 平成２８年度「吉野梅郷梅まつり」実施計画について 

事務局 

〇資料１について説明した。（※省略） 

委員 

・前回も梅まつりの説明があり、ガイドはどうですかと言って、ガイドの説明会を開いていただきま

した。ありがとうございました。まだ、花が少ないということで、今年度はガイドはしないことに

なったのですが、それ以外にも、散策ガイドツアーなどガイドの計画がありますので、植えた木の

樹種名がわかればガイドがやりやすくなります。（梅の公園の梅樹に）番号だけ書いてあって、管

理されているのだろうと思うのですが、樹種名なり品種名を教えていただければ、今年度はガイド

はないのですが、他のガイドもありますので、よろしくお願いいたします。 

事務局 

・１１月２３日に植樹した６本については、小さいのですが、樹種の表示があります。全部が全部に

表示できるかわかりませんが、他に植えられている樹にも少しずつ表示ができたらと思っています。 

委員 

・市役所で付けていただけると考えてよろしいですか。 

事務局 

・公園緑地課にて付けていきます。 

委員 

・私も、今朝、梅の公園を見てきたのですが、本数がまだ少ないので、せっかく見るのに梅の品種な

どは関心を持って見ると思います。できるだけわかりやすく、品種名がわかるようにぶら下がって

いるといいと思います。せっかく来られるのですから、あるといいですよね。今、梅の樹に番号札

などが麻紐でぶら下がっているが、あの状態でいつまで付けておくのか。麻紐だと１年とか２年は

持ちますか。ちゃんとした結束バンドとかで付けておいたほうが、確認をするのであれば、今少し

しっかりしたもので付けておいたほうがいいのではないかという感じがしました。中道梅園の梅樹

はかなり枝が絞られていますよね。せっかく植えたのだから、枝が伸びていたほうがよかったと思

いました。 

事務局 

・樹種名の表示については、やはり園路沿いを皆様歩かれるということで、奥まったところにも植栽

を開始している状況ですが、園路沿いのところは樹種名を見ていただけるような形を今後、お祭り

までの間で対応していきたいと思います。奥まったところ、斜面の中段であるとかは無理かと思い

ますが、人が歩く近くのところは極力、そのような形で努めていきたいと思います。 

事務局 

・管理用のタグにつきましては、すべての木に付けさせていただいており、今現在は麻ひもで止めさ

せていただいているところですが、今までプラスチックのものなどいろいろ考えましたが、直射日
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光を浴びるなどの劣化の問題もあり、とりあえずは麻ひもという形にさせていただいております。

いつまで付けるのかについては、防除区域である限り付け続けるということになりますので、少な

くとも数年間は付けなければなりません。私どもも、年３回の悉皆調査の時には必ず木の確認はし

ますので、タグがもし外れてしまうのが見受けられましたら、直ぐに付け替えるなどさせていただ

きます。 

委員 

・沢沿いのところにいっぱい棒が刺さっていますよね。あと、ビニールテープに番号の付いてあるも

のとないものがありますが、あれはどういうものなのですか。 

事務局 

・現在、年度内に６００本を植栽する予定でございます。一応、植栽をする予定の箇所に色々なテー

プの色がございますが、樹種の配置の関係で色々な色のテープを使っており、中には番号をふった

ものもございます。これから植栽をする配置の関係で、苗木についた番号の整合も図りながら、位

置を決めているところです。リボンの色の違いは品種の違いと捉えていただければと思います。今

回、全部で 17品種ありますので、テープも 17 品種分あるわけではないのですが、管理する中でど

れがどの品種とわかるよう表示しているところです。 

委員 

・とにかく、公園緑地課さんでは、もうどこに何を植えるということが決まっていてということです

ね。 

委員 

・ガイドさんが説明するときに説明しにくいわけですよね。公園とかは麻紐なんかで縛ってはダメで

すよ。梅そのものが貧弱になってしまう。ちゃんとしたものでやったほうがいいですよ。畑の場合

なら紐でもいいと思いますよ。 

委員 

・観光的には、デザインが大事なのだから、そんなところにケチってはだめだと思うのですよ。やは

り、梅について見ようかな、触りたいくらいのものを考えてもらったほうが、貧弱になったらいけ

ない。再興するのだから、ぜひ、お願いします。見えるところだけでもいいですから。 

委員長 

・３月１２日までに園路沿いには札がつくということですから、今後も植えるたびに付けてもらうよ

う、我々もお願いいたします。 

委員 

・３月１１日から２０日までの地元の小・中学生による梅の絵画の展示、これは大変いいアイデアだ

と思います。展望のある、そして将来地域を背負っていく子供たちの関心を引くうえで素晴らしい

アイデアだったと思います。再生の標語なども素晴らしかったと思いますし、観光的には、次の時

代を市が考えて取り組んだということは、本当に一市民としてありがたいと思っています。そこで、
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ひとつ提案ですが、以前も申し上げましたが、現在、梅郷の商店街に行きますと、過去の絵葉書が

置いてあります。このようなものも展示のときに並べて持って行ってもらうことも小さいことです

が、素晴らしいかつての梅の公園の最盛期がたくさん載っているわけですから、もう一度再生を図

る上で活用できないかと。それに伴って、過去写真展もやっていたと思います。優秀な作品があっ

たと思いますし、発表されていると思いますので、そういう写真家に時間があればアプローチして

もらって、写真家から入賞したものなどを交渉して大きなものにして展示するようなことができな

いか。それと、子どもたちの絵の会場の横にでも、かつての青梅の梅の公園は有名な立派な公園だ

ったと、観光的には宣伝をしてもらいたいなと。それができたら、我々も一市民として、もう一度

こういう梅の公園を造ろうじゃないかと、これにみんなも協力しようじゃないかとそういう意味か

らもぜひ過去のものを掘り起こして、素晴らしい日本一の公園だったと考えられる子どもたちの絵

と芸術家が撮った写真とが相まって、青梅の梅が復活できるのではと感じるのですけれども。お考

えをお聞きしたい。 

事務局 

・貴重なご意見ありがとうございます。過去のものの展示ですが、公園入口を入り、管理棟の前のテ

ントにて毎年行っていますが、過去のポスターなども貼っていきます。ポストカードも会場でお配

りできるようにするなど、昨年は青梅マラソン５０周年ということもあり、梅の関係で参加者の方

にも配ったことはあります。今年も、青梅マラソンのときは色々なチラシも一緒に入れて周知をし

ていこうと考えています。なかなか、プロの写真といいますと、過去にフォトコンテストをやって

いたりと優秀な写真などの展示も同じような形でやっていけると思っていますので、過去の素晴ら

しかったときのものも会場で見られるような形をとっていけると思いますので、テントの中でやっ

ていきたいと思います。今後、花がもう少し咲いてくればフォトコンテストも考えています。今回

のポスターも第一歩ということで植樹式の子どもさんを中心とした写真であったり、オープンガー

デンでのほころんだ梅の写真などをポスターに使わせていただいていますので、以前の綺麗だった

ころも PRできるような形でやっていきたいと思います。 

委員 

・モザイクアートですが、昨年も立派な作品が出来まして、見させていただきました。今年の展示の

場所は同じですか。 

事務局 

・今回は、梅の絵を描いていただいて、日本庭園のところにパネルにて 120 枚くらいを展示します。

できるだけ入り口に近いところに展示します。 

委員 

・記念植樹した６本のところに新たに福寿草を植えたのでしょうか。咲いているのですが。斜面のと

ころに前からありましたか。 

事務局 

・確かに出てきておりますが、私どもは植栽はしておりません。細かい状況はわかりませんが、福寿

草は出ております。 
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委員 

・木原梅園の自生の福寿草は大事にしたいなと考えているのですが。 

事務局 

・木原梅園、天満公園のほうも梅を含めて今後、色々とやっていきたいと考えています。 

３ 協議事項 

青梅市梅の里再生計画「梅の里再生・復興プラン案」について 

事務局 

〇資料２について説明した。（※省略） 

委員 

・観光商業分野のところで、平成 32 年度までに前回説明していただいた約 1,200 本の樹が梅の公園

に植え終わるということで、市としては４年来の目標ということで、もとに戻るというような考え

に数字を見ただけで思ってしまったのですけど、みなさんによく聞かれるのですよね。どれだけか

かるのですかと。10 年はかかりますよねとか。それに対して私は、市としてはこう掲げていますの

で、大丈夫と言っていいのかなと。よろしいでしょうか。 

事務局 

・梅の公園の植樹については、目標数値 1,200 本が今回の再植栽の目標となっています。今年度 600

本、来年度も引き続き植栽を進めましてなるべく早い時期に品種を確保しつつ植栽を進めていくと

いうことで、平成 32 年度を待たずに植えられるものはどんどん植えていくのですが、品種の確保

等の問題もございますので、最終的に 1,200 本を目標に植栽を進めていくということで、ただ、苗

木の植栽ということになりますので成長するなかでは、まだ時間がかかる部分がございますけれど

も、植栽についてはこういう目標で進めていく予定であります。 

委員長 

・平成 28年度で 600 本、半分植えるのですから２年で 1,200 本じゃないのですか。 

事務局 

・おっしゃるとおりできるだけ早く植栽したいと考えております。実際確保できるものは来年度にも

植栽を進めていきます。ただ、新たに品種の準備をして育てていく部分も残っていますので、植栽

にあたっては事前の検査等の問題もございますので、できる限り早めの準備はしていますが、最終

的に100種類程度の品種を確保して 1,200 本という中では、ある一定の時間は必要と考えています。 

委員 

・共通分野のところで植栽可能地区が現況３になっていますけども、梅郷は１地区というふうに考え

ているのでしょうか。それで和田で２ですよね。現況は３というのは…。 

事務局 

・もう１地区は御岳山です。 
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委員 

・これは前々から申し上げているんですけども、稲城の方が作出した「仮称みのり」という品種の梅

をぜひ青梅市で名前を付けていただいて結構ですと前々から言っているんですけど、なかなか動き

がないというのが実態かなと思っていまして、せっかく標語も作られるということもあるならば、

再生の切り札になる種類なのでぜひそういう取り組みを進めていただければなと思います。そのみ

のりという樹が、私も 10 年くらいの樹があるのですが、１本で 10 年生のもので大体 50 キログラ

ムくらい生産できる樹なのですね。１本で実がしっかり成る。ですから一般の市民の皆さんが１本

植えて実が取れますよと使うには非常にいい種類だと思っていますので、その点を含めて考えてい

ただければなと思います。ジョイント栽培との関係で苗木ができていないという状況があるわけで

して、みのりなら花粉樹なしで１種類で全部ジョイントできるということになりますので、公園緑

地課のほうで現在みのりもあると伺っていますので、ジョイントに使える形で出していただけるか

検討していただければと思います。 

事務局 

・名称については、早急に対応してまいりたいと考えております。苗木の本数自体は 150本ほどの育

成ができていますので、一部は梅の公園にも植栽させていただきたいと考えております。それ以外

の部分の活用については今後検討していきたいと考えております。 

事務局 

・ジョイント栽培の活用につきましては、ジョイント栽培を希望される農家さんの希望というところ

で、それを反映した形で実施していきたいと考えておりますので、その話が出れば考えていきたい

と思っております。 

委員 

・目標達成地区は解除になると３が７になるのですね。というのは、私、消毒やっていて、隣接もや

りましたよね。あの地区が解除になるということを想定して７になっているのですか。 

事務局 

・７地区につきましては、今、強化対策を行っている強化地区１のほうの梅郷と和田町については再

植栽が認められていますので、その周辺地区、畑中、柚木、日向和田の一部、二俣尾、そちらをま

ずは再植栽ができるような形でどういう方法で対応できるかについて、今も国と調整はしているの

ですが、どういった対策をとって、その周辺地区の再植栽ができるのか協議を進め、平成 32 年度

までには遅くとも再植栽ができるよう対応を進めていくという数字にさせていただいております。 

委員 

・ということは、要するに３年間は出ないと思っているわけですか。３年間病気が出なければ植えら

れるのでしょ、自然に。そういうことでこういう数字が出てきたのか。例えば、今回みたいに国の

ほうと交渉してオッケーを出していただくのか、どっちの考えでこういう数字が出て来たのか。 

事務局 

・考え方につきまして、今行っている強化対策のような形で解除、再植栽を認めてもらえるようにで
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きないのか。単に３年間の感染樹が出ないことを前提とした解除ということではなく、何がしかの

手を打って早い時期に方法を模索していきたいと考えております。ただ単に強化地区を拡げるとか

いう形で強化地区１の周辺地区を植栽するという方法はあるわけですが、財政的な問題、人的な問

題等々もございます。また、全ての地区を一括してやるということには相当な地域の拡大と対象樹

の拡大もございますので、そういったところも検討する上で進めていきたいと考えております。 

委員 

・農業分野で、収穫量の目標ですけど、平成 32 年度８トンという目標がありますが、仮に今年度植

える 2,000 本がそのまま順調に生育したとすると６～７年生になるかと思うのですよね。平成 32

年度には。単純にいうとそれを 2,000 で割ると１本４キログラムという目検討なのですが、先ほど

の話ではないですが、もう少しいけるのではないかと思っているのですが、これはどのような計算

で打ち出したのでしょうか。 

事務局 

・こちらの 32 年度の８トンという目標ですが、これにつきましては、今年度植栽する 2,000 本に実

が成ったということで算出しています。この算出のもとは、都農業改良普及センターから数字をい

ただいて計算して出したものです。 

委員 

・こんなものでしょうかね。もうちょっと期待したんですけどね。 

委員 

・要するに、樹の育て方をどうするかという問題もあると思います。今までのように、バチャバチャ

剪定しているようではろくに成らないでしょうね。ちゃんと、樹形を作って、剪定していかなけれ

ばうまく成らないですよね。 

委員 

・逆に上手く作り上げれば、もうちょっとできるのですよね。 

委員 

・前回も言ったのですが、樹形の作り方ですよね。昔はみな３本、主枝３本と言ったのですが、３本

ですと、すぐ主枝同士がこういうふうにぶっついちゃってダメなのですよ。だから全部２本にして

そうすれば自由に伸ばせるので、結果、母枝を長くとって、ジョイントと同じような樹の作りで、

ジョイントじゃなくて１本でそういうふうにしていくというやり方をとれば数量が早く上がって

いくということになりますので、せっかくの機会ですので、これをチャンスにして３本ではなくて

２本の主枝の樹型を作っていくというふうに皆さんも取り組んでいただく必要はあるのではない

ですかね。皆さんにやる気があれば、力は惜しみませんので。 

委員長 

・講習会でもやっていただければ。 
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委員 

・今色々と話が出まして、観光の面で梅の公園に植えますでしょ。このような形で議論してきたのは、

短期、中期、長期という５年なり１０年という月日を見て、梅の公園をどういう形にもっていくか

という形の中でこれだけの本数を植えるということに対して、高木、あるいは中木、苗どんな割合

でやっておられるのか。１０年たって素晴らしい公園になるという設定でされたと思うのですが、

その辺の話はできないですかね。 

事務局 

・やはり、早期の見応え、これが一つ重要なポイントになってこようかと。もうひとつは、品種の確

保。それから基本計画の段階で、以前は 1,700 本以上植わっていたわけですが、そこについては密

集し過ぎているという観点で 1,200 本くらいで植栽をしていこうという考えがある中で、先ずは、

成木を確保していこうというところで、皆さんも御存じとは思いますが、成木、花梅となるとなか

なか手に入らないという状況もございまして、今年度は約 100 本弱を植栽しますが、この他は苗木

を植えていきます。来年度、それから平成 30 年度で成木を同じ程度植えていきたいと考えていま

すので、そういった中で合わせて、苗木のほうを茨城の農家さんにお願いをして品種の確保をして

いるという、平成 32 年度である程度 1,200 本にもっていきたいと考えていますが、やはり、大き

な課題としては、地元で生まれた品種も梅の公園に植えたいなと思っております。ただ、地元で生

まれた品種の確保のためには、まだ時間がかかるのかなと感じております。一応、そういうところ

で多くの成木もなんとか植えたい、品種も確保していきたいと思っております。 

事務局 

・今、委員さんが仰ったように、苗木、中木、低木、高木 1,200 本で上手く割り振って手当てができ

ればそれが何年でとなって一番いいのですが、ないのですよ。所謂、日本庭園を造られるお宅がも

うどんどんなくなって、苗木屋さんのほうでも、暫く売れない成木みたいな成木を探すのがやっと、

それでもいろいろ手を尽くして、成木を早く植えてなるべく早く観てもらう、苗木で育てて品種を

確保するという両面からいかないといけないので、一応、成木も７年から１０年くらいのものも 100

本くらいは福島のほうで見つけてはいるのですが、それも結局、検査してオッケーが出ないと植え

られないとかあるので、とにかく 1,200 本をなんとか品種も確保して成木と苗木とをバランスよく

植えればある程度、樹の管理をしていけば、すぐには今までのような梅の公園にはならないと思い

ますが、成長をしっかり管理して、何年かかるかはやってみないとわかりませんが、結果的に子ど

もたちが昔よりもっといい梅の公園になったなと思っていただければと考えております。 

委員 

・品種の確保で御苦労されていると思うのですが、以前、梅の公園に「いくよねざめ」という品種が

あったのですが、植物観察会も 10年ほどやっておりまして、非常に思い入れの強い樹なのですよ。

今回、私もここに参加させていただいて、品種の中に「いくよねざめ」が入ってないのですが、多

分あまりないと思うのですが、例えば私がネットで見つけて、なんかどこかにあったとしたら、そ

れを接木をしてそれを検査して植えるとかいうそういう道は残されているのですか。東口にあった

名花なのですよ。できれば、こういうのがあってできたというのも梅の公園を造った歴史になると

思うのでよろしくお願いします。 
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事務局 

・来年度、平成 29 年度に植栽を予定する中で苗木を確保している中に「いくよのねざめ」が入って

いるので、委員の仰っているものと同じなのか確認はさせていただきたいと思います。現在、作っ

ていただいた苗木の中に入っています。 

委員 

・わかりました。 

委員長 

・ネットで見つけた苗木はどうなのですか。 

事務局 

・一応、穂木として提供いただいているということであれば最終的には接木をして、感染調査をして

問題なければ可能だと思いますので、国とも相談してもらいながら対応していきたいと思います。 

委員 

・成木がないのであれば、そういうふうな感じで品種を揃えていくのも一つの道だなと思います。 

委員 

・単純なことですが、今、梅の種類がわからなくてピンクとか赤だとか白とかは花が咲いたあとでそ

こに植えていく状態にもっていっているのかどうか。そうでないとちょっと樹の種類がわからない

のにこれは白なのか赤なのかピンクなのかわからない気がするのですが。もう一つは、農業分野で

今、農家のほうに約 2,000 本が植えられると思うのですが、残りの 2,000 本は茨城かどこかわから

ないのですが、植えたままの状態でおくのか、埼玉とか稲城でしたっけ、持ってきていますという

状態ですが、今年購入できるのが 600 円で購入できるわけですよね。それを伸ばしていくことによ

って梅が成長していくとそれに対して、お願いしているところで値段が上がっていけば、今度我々

が購入していくのがどんどん値段が上がっていくのかというのもお聞きしたい。 

事務局 

・品種のわからないものが約３０本ございまして、ただ現地、梅の公園に持ってきた段階でかなり、

つぼみを持ちながら色づき始めております。そういったところで、樹の状況を見ながら配置のほう

の対応や場所を変えるということになっていますので、一応、大体、咲く色を目安に考えて配置し

ていきます。 

事務局 

・今年度、農家さんに配付させていただく梅の樹についても、埼玉県日高市の圃場に 4,000 本育成管

理しているものをここで 2,000 本を市内に持ち込む。残りの 2,000 本につきましては、同じ日高市

の圃場をお借りして市のほうでもう 1 年間育成管理することを考えています。ですから、1 年経費

がかかるというお話がありますけれども、市のほうでやりますので、残りの 2,000 本を新たに買っ

ていただくという場合には、同額ということで考えています。 
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委員 

・梅を植えた後の管理の問題なのですけれども、農地については農地の所有者が今までの色々なノウ

ハウを持ちながら剪定をしたり、できるだけ実が成るような形で生育させていったりする形になる

かと思うのですが、梅の公園の管理、主に剪定になるかと思うのですが、最初のうちはともかく花

をたくさん観たいと思うので、枝をたくさんつく形で樹形を整えていかなければならないと思うの

ですが、今までの梅の公園の樹の作り方というのは、伸び放題の形での梅だったと思うのですよね。

そういう面ではやはり、かなり樹形を考えながら管理をしていただいたほうが、梅を観るほうとし

てもかなり見栄えがするのではと感じます。先ほども、私が見てきたとお話ししましたけれども、

かなり花が咲いたとか徒長枝とかかなり伸びたものがあるわけですよね。そういう面では、花の後、

管理をかなり重要視していかないと公園としての見栄えが悪くなると思うので、特に本数が少なけ

れば少ないほどそういうのが目立ちますので、そこの点もお願いしたい。 

事務局 

・今後の中で、貴重なお話しをいただいたと思っておりますので、そういった点も踏まえた形でやっ

ていきたいと考えておりますし、また、以前からさまざまな方のお話を参考にしながらやってきて

いるといったこともありますので、今回のお話を参考にしながら、おっしゃるような樹形も考えた

中で管理ができればと思っております。 

委員 

・進行管理の中に、３行目の半ばに充実新規事業の立案に取り組みと書いてあるのですが、新規事業

の副案的なものは何かあるのでしょうか 

事務局 

・平成 29 年度につきまして、現在ここに記載してある事業を先ずは行っていきたいという中で、最

初にご説明を申し上げましたけれど、プランにつきまして毎年度、一応平成 32 年度までを一つの

区切りとしていますけれども、毎年度プランを作っていきますという中で、いろいろ議論をいただ

く中で新たなアイデアを積極的に盛り込んで次の年度に行っていくという形でこれが固定という

形ではない意味での記載の方法ですので、今後いろいろとやっていきたいと考えております。 

委員 

・そこで、市の方にお聞きしたい。私どもの所属している委員に図っているものではないですよ。再

生から復興というと新たなものを青梅の観光的に作りたいという考え方があるわけですよね。そこ

で、鎌倉じゃないんだけども、梅の寺巡りという、いわゆる地蔵院から始まって、徳昌時、竹林寺、

天澤院、有名な即清寺、３丁目にある寺、７つの寺があるのでそういう青梅の梅の寺巡りという観

光的な新しいものを考える、それに伴って着物館とか英治館とかかんざし館とか玉堂美術館とかと

リンクしながら観光を盛り上げていきたいという考えもあるわけです。ところが、御存じのとおり、

寺というのは宗教団体です。公的な役所としては踏み切れないと思っているのですが、それだった

ら梅の里づくり実行委員会みたいなもののが、そういうものにオープンガーデンの一つとして青梅

の梅の寺作り、将来はそういうところにバックミュージックみたいなものを流していくのも一つか

なと、何人かの和尚さんなんかと雑談的にそういうのができないかと思っていますけれども、役所

は役所の考えもあると思うのですけれども、青梅の梅の寺巡りというような発想は新しい事業とし
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ては考えられるのかどうかというのをお聞きしたい。 

事務局 

・一つの新たな観光としての梅の寺巡りとしては、周辺地域との連携というのは今後の課題と考えて

おります。今、ここで梅が植えられるという一つのスタートと思っていますが、これから梅だけに

限らずに思っておりますが、直球的に行政がお寺さんというのはなかなか難しいと考えております

ので、例えば観光協会であったり、梅の里づくり実行委員会などとよく連携をしながら、新たな観

光コースであったり周遊のルートであったり、梅郷だけではなく青梅市全体の課題と思っておりま

すので、実現ができるようなところについては、全部が全部できるわけではないですが、3 つでも

4 つでもできるところがあれば、そういうところからでもはじめていければ協議させていただいて

できるところからと思っております。 

委員 

・神代橋通りと吉野街道の都道の歩道における梅樹の件ですが、前回の委員会で、神代橋通りの枡に

梅まつり終了後、市だけでなくて町全体で東京都にお願いをしまして早速、青梅市のほうで吉野梅

郷観光協会、吉野梅郷商店会、第四支会の３団体の要望書を今後、東京都に対して神代橋通りだけ

でなくて都道吉野街道にも梅の植樹に動いてくださるというお話がありました。来年の梅まつり前

には植えられるように協力し合って早期の実現を期待しています。あと、東京都の広報に２月１日

号に出ていますが、自然公園の欄に向島百花園梅まつりと称して梅の写真やスズメ踊りなどの写真

が載っていました。今年は間に合わないと思いますが、来年に乗せるためにぜひ、梅の公園内の今

年の梅の良いところとかを撮っていく必要があると思っております。私も撮りたいと思っておりま

す。青梅市梅の公園ですから、青梅市主導で復活を目指している梅の公園をですね、掲載依頼して

いただければと思います。できる限り協力したいと思います。何しろ無料でですね、青梅市全体の

観光のＰＲができるのではないのかとの思いがありますので、小さい話ですが、こういう欄に一緒

に載せられるように来年でもしていただければと思います。 

事務局 

・東京都に要望して早期にやれるように私どもも都と話を進めているところです。東京都のほうは街

路樹として梅の樹が確保できていない状況でございます。通常植える街路樹に梅の樹がないという

ことがありますので、苗木の確保から進めるということがございます。また、品種のこともござい

ます。街路樹ですので、小さな苗木を植えてしまいますと今後の管理の問題もございますので、都

とも協議を進める中で、適切な品種が早期に植えられるような形で進めていきたいと考えておりま

す。 

事務局 

・今回、いろいろな周知も取り組んでいますが、ぜひ、こちらもこのような形で掲載をとっていきた

いと考えております。写真など残すことに関しては、映像も含めて残していきます。また、もしい

い写真を委員さんもお撮りになったならご提供いただき活用していきたいと思います。 

委員 

・梅の苗木をお預かりした植木組合というような形の中で、１年間 4,000 本の苗を管理委託でやって
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きました。ここで、３月上旬で植えられるという形の中で、2,000 本、梅郷と和田地区に行くわけ

ですね。それとあと 2,000 本ばかりの残りは、今の場所へ再植栽をしておいて来年度、持ってくる

というような形になろうかと思います。それについて、掘りあげようということで５日間ばかり１

０人ばかしで行って、今日の午前中に終わったのですよ。５種類で 2,000 本なのですね。これが梅

郷地区で植えられる注文なのですよ。これを２１、２２、２３日くらいですっかり袋に入れて、乾

かさないようにして、２４日から２５日に梅郷のグリーンセンターへ持って来ようと、それで、２

５日、２６日の土曜、日曜日なのだけど、農協の職員さんがお手伝いをするという形で軽自動車に

乗せて農家に配付しようという計画が今あります。霞のほうとはと違って、吉野は道が狭いという

ことで大型が入っていけないというので、段取りを今考えております。約６０軒の農家が約 2,000

本を植えるということなので、１日か１日半あれば大丈夫かなと思っております。それを、農家の

方が上手に植えていただければと思っております。今日も梅を掘りながら、話をしましたが、吉野

の畑はトラクターで３０センチメートル掘るのがやっとなのですよ。石が出てしまいますよ。だか

ら、霞の畑で使える刃が１年で減ってしまうのですね。植えられない場合には、霞地区の若いのが

何人かいてお手伝いができるのかなと思っております。その点は、また農協さんに話をしたいと思

っております。このように苗木はきちんと納めますから。 

委員 

・お預かりした苗木は２５日、２６日に必ず注文したお宅にお届けすると、農協さんと話したところ

です。人足も集めてこちらは準備しておりますので、安心してください。 

委員 

・前に、３月５日くらいまでにという話を聞いたのですが。 

委員 

・５日に間に合うように配付しないと農協には余分な職員がいないわけですよ。だから、農協さんの

職員が休みのときにやろうということで、５日に植えられるようにしようと。水をかけておけば大

丈夫ですよ。 

委員 

・もう準備をしている畑も見られますよね。 

委員 

・植木を作って６０年経ちますが、植木は冷えたところに植えたらだめです。朝、植えたら絶対にだ

めです。２月、３月には霜が降っているでしょ。朝と昼では７～８度違うのですよ。暖かくなった

午後に植えれば大きくなりますよ。 

委員 

・水はやったら根が傷んでしまいます。しっかりと、よく踏みつけて土を固める。 

委員長 

・そういうことを書いたものを２５日、２６日に手渡してあげるといいですね。 
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それでは、色々とご意見をいただきまして、大変ありがとうございました。 

副委員長 

・みなさん長時間にわたりまして、ご協議をいただきましてありがとうございました。梅まつりまで

早くも１か月となりました。本日は達成すべき目標も掲げていただきありがとうございました。 

・平成３２年といいますと、あと４年です。梅の公園の植栽 1,200 本、来場者数は 10 万人と、ほぼ

以前の数字と同じようになっています。これを達成するには相当なスピード感を持ってやっていか

ないといけません。目標に向かってスピード感をもって協力をいただきながら、再生復興に向かっ

て協力をいただきながらやってきたいと思います。本日は大変ありがとうございました。 


