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第１４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６月 28日（水）15：00～17：08 

場  所 青梅市役所議会棟議会大会議室 

出 席 者 委員 13 名 

深澤委員、野﨑委員、小澤委員、福島委員、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 

事 務 局 青梅市 13 名 

１ あいさつ 

２ 報告事項 

(1) 平成２８年度強化対策および再植栽の実績について（資料１） 

 (2) 平成２９年度強化対策について（資料２） 

 (3) 平成２８年度「吉野梅郷梅まつり」実施結果について（資料３） 

３ 協議事項 

(1) 平成３０年度強化対策地区の拡大について（資料４－１・４－２） 

 (2) 神代橋通り植栽枡への梅樹の植栽について（資料５） 

 (3) 梅の公園梅樹植栽工事等の予定について（資料６－１・６－２） 

 (4) 梅農家への支援について（資料７） 

４ その他 

 配布資料 資料１   平成２８年度強化対策および再植栽の実績について 

      資料２   平成２９年度の強化対策について 

      資料３   吉野梅郷梅まつり実施結果 

      資料４－１ 平成３０年度強化対策地区の拡大について 

      資料４－２ 強化対策地区図 

      資料５   神代橋通り植栽枡への梅樹の植栽について 

      資料６－１ 梅の公園梅樹植栽工事等の予定について 

      資料６－２ 植栽計画平面図（平成２９年度） 

      資料７   梅農家への支援について 

議  事 

１ あいさつ 

市長 

・当委員会も平成２５年の６月に第１回の委員会が開催され、早いもので５年目を迎えます。平成２

７年度からは、国内初となる強化対策を開始し、梅の里の早期再生に向け、国、都と地元の関係団

体、住民の皆様と一丸となってウイルス根絶に向けた取り組みを積極的に行ってきました。 

・昨年の秋、国の対策検討会におきまして、条件付きですが、梅郷と和田町での再植栽が認められ、

梅の公園や農地、オープンガーデン等に２７００本を超える梅樹を植えることができました。２月

には３年ぶりとなる「吉野梅郷梅まつり」も開催され、多くの観光客にお出でいただきました。一
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方で、植栽可能な地域はまだ一部に限られており、その地域を広げていくことは観光、農業施策を

進めていくうえで最も重要な課題と捉えております。 

・本日は強化対策の取り組み状況や吉野梅郷梅まつりの実施結果についてご報告させていただくとと

もに平成３０年度からの強化対策地区の拡大、神代橋通りや梅の公園への再植栽、梅農家への支援

についての協議をお願いいたします。委員の皆様からは忌憚のないご意見を頂戴したいと思います。 

委員長 

・本日は第１４回梅の里再生計画推進委員会にお集まりいただきましてありがとうございます。ちょ

うど今が梅の実の時期でありまして、我が家の老木にも結構実がつきまして、久々に梅もぎをしま

した。梅の里再生がスタートしましたので、うちの梅もたくさん実をつけてくれた気がいたしまし

た。こういう日常的にあったものがここ数年できずに皆さん我慢をされたのだなと思ったところで

す。しかしながら、数年すればできるようになるということですので、ぜひ楽しみにしていただい

て、前を見据えて進んでいけばいいのかなと思った次第です。 

・再生はまだまだ始まったばかりですが、皆様方の忌憚のない意見をうかがいながら、今日の議題に

ついても慎重な審議をしていただいて、梅の里再生に向けて取り組んでいきたいと思いますのでよ

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) 平成２８年度強化対策および再植栽の実績について 

事務局 

〇資料１について説明した。（※省略） 

委員 

・感染状況調査結果の中で、これは強化対策地区１と２を合わせた数字だと思うのですが、１と２に

分けたものはあるのでしょうか。 

事務局 

・申し訳ありません。資料を確認して、後程報告いたします。 

委員 

・感染状況調査の中で、感染樹は全部切ったとのお話だったと思いますが、うちの近くにあるのは、

１本のみ枝を落としてあり、他の３本はそのままになっています。本来なら周りも切るはずが残っ

ていますが、その辺はどうなっているのですか。 

事務局 

・まず、市が感染樹の枝落としを２週間以内に行い、その後、東京都の委託業者が周辺を含めて伐採

抜根していきますが、およそ２か月以内を目途に行っております。 
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委員 

・ではまだ時間がかかるということですね。 

委員 

・平成２８年度の感染樹１０６本について、調査地域内に平均的に出ているのか、ある程度集中して

いるのか教えていただきたいです。 

事務局 

・一定のところに固まっているということではなく、比較的点在しております。 

委員 

・再植栽樹の状況ですが、すべて根付いているのか、それとも枯れているものがあるのか、その辺は

把握しているのかお聞きしたいのですが。 

事務局 

・６月中旬の時点で、約２０００本の農地およびオープンガーデンの再植栽樹の中に芽吹きが悪いも

のが散見されており、６月１６日時点で約２２パーセント強が現地確認により芽吹きがないと承知

しています。また、芽吹きがあっても根元から芽吹いているものもあり、はたして今後の生産樹と

してどうなのかということもあり、追跡調査をしていきたいと考えています。 

委員 

・関連ですが、２２パーセント強というのは、総数２０００本に対しての割合だと思うのですが、私

の見ている感じでは、品種によって差が大きいように思われます。特に「梅郷」の根付きが悪いよ

うなのですが、その辺の数字があるのなら教えていただきたいです。 

事務局 

・具体的にどの種類が何パーセントというところまでは細かくチェックしておりませんが、「梅郷」

と「玉英」がなかでも芽吹きが悪いと認識しております。 

委員 

・あとでその辺もまとめておいていただきたいです。 

委員 

・先ほどから枯れているとのお話が出ていますが、私は苗を配布した方なのですが、その時に、根を

水につけてから植えてくださいと伝えながら配ったわけです。私もそのとおりにして植えましたが、

５０本のうち１本だけ枯れてあとは根付きました。種類は関係なくです。 

・水に浸けずに植えた方、大きく穴を掘った方が枯れているように思います。１月の説明会の時に大

きい穴を掘って肥料を入れてというような指導があったのですが、そのとおりやった方より、昔か

らのやり方をした畑のほうがうまくいったように思います。 

委員 

・穴を深く掘って、言われた通り肥料を結構入れて、その上に根をのせる、そうすると熱かなんかで
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根がだめになり枯れてしまっているのがあるようです。また、植えるときに根を少し切った方が、

水を吸い込みやすいという話を後から聞きました。そういう説明はなかったです。実際には、深く

８０センチメートル掘って植えた農地が、半分以上芽吹いていないように思います。その時の細か

い説明が足らなかったのではないでしょうか。 

委員 

・うちでは１００本植えて、全部つくかなと期待していたら、２本ばかりつきませんでした。穴はあ

まり深くなく掘り、肥やしも後からの方がいいかなと思って控え、水も当日やっただけでしたが根

付きました。近所の皆さんもいろいろやり方が違っていますが、業者さんを頼んできちんと掘って、

説明通りやった苗のほうが、結果が思わしくないようです。そこは反省点かと思います。 

委員 

・２２パーセントという数字の捉え方ですが、一般的に梅の苗を植えたらこのくらいは当たり前なの

でしょうか。その辺をお聞きしたいです。 

事務局 

・確かに苗の植え方とか管理方法、植物ですので個体差もあり、一概にひとつの原因だけでこうなっ

ているとは言えず、いくつもの要因があるとは思いますが、相対として２２パーセントという数字

は、少なくないのかなと考えています。 

委員長 

・根巻きで持ってくるのが、土をふるって持ってきてしまったということもあり、穴を大きく掘って

準備していたところにそのまま植えたのでだめだったというのもあるのかもしれません。 

委員 

・土をたくさん動かしたところは土が乾燥しやすい。たくさん水をやってしっかり土手を作って水が

流れないようにすればそんなことはなかったと思いますが、ただ植えただけで、土がフカフカ状態

だと水分がどんどん蒸発してしまい乾いてしまいます。本来そういう植え方はよくなかったという

ことです。 

・また、植えるときに肥料を入れてというのはそもそもおかしな話で、原理原則に従っていない話で

す。根巻きがきちんとできていた苗でも、肥料は少なくとも１年ぐらいたってからやるものです。

その辺のところに問題があるのかなと思います。 

事務局 

・先ほどの保留の質問についてお答えします。感染樹の分布ですが、平成２８年度第１回目の調査に

ついては、強化地区１は４３本、強化地区２は３９本、第２回調査は、地区１が１１本、地区２が

１０本、第３回調査は、地区１が１本、地区２が２本となっています。点在しているという結果で

す。 

委員 

・初めはこんな梅の病気があるなんてという驚きでずっとやってきましたが、ここで再植栽してみた
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ら、またいろいろな事が起こっています。オープンガーデンの場合、花の色が違うなんて事が出て

きましたが、長いスパンで見てほしい、長く苦しんだのだから、必ず植えていきますから、だんだ

ん良くなりますからと話をしました。一方、農家さんは死活問題もあります。長いスパンで援助し

ていくような体制を行政にとっていただきたいです。 

(2) 平成２９年度強化対策について 

事務局 

〇資料２について説明した。（※省略） 

委員 

・説明のあった調査結果ですが、感染樹１１本の地域が１なのか２なのかわかったら教えてください。 

事務局 

・１１本のうち、調査地区１が６本、調査地区２が５本となっています。 

委員 

・今年になって、アブラムシのことで２回ばかり調査に来ていると思うが、その結果について教えて

ください。 

事務局 

・横浜植物防疫所の防疫官とともにアブラムシ調査をしています。アブラムシがついていた場合には、

防疫官の指示により、薬剤のスポット散布をしています。実は、昨日その調査があり、既存樹１本

にアブラムシを確認したと聞いています。 

委員 

・再植栽樹の方はどうですか。 

事務局 

・再植栽樹は、今申し上げた調査の対象には入っておりませんが、目視で見る限り特段アブラムシは

確認されておりません。 

(3) 平成２８年度「吉野梅郷梅まつり」実施結果について 

事務局 

〇資料３について説明した。（※省略） 

委員 

・梅まつりの来場者が増えてよかったと思います。いろいろイベントをやっていただいて、それぞれ

に来てもらっています。ただ、それぞれのイベントの参加人数を足していくと全体の来場者数に近

くなってしまうので、イベントがないと来てもらえないのかなとも思えて、まだまだ梅の花がない

から花を見に来る人が少ないと感じました。しかし皆さん頑張っているので、約８０００人ですか、

率にするとかなり増えていると思います。 
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・デジタルサイネージは見に行けなかったのですが、どんなものですか。 

事務局 

・JR の駅の改札近くに流れている PR 動画で、１つの映像が３０秒ぐらいです。１１月２３日の植樹

式の風景を中心に３月のイベントの紹介をしていただきました。他の情報も入っていますので、駅

によって多少違いますが、２０分に１回ぐらいの割合で流れたようです。 

委員 

・涓滴衆の催しは梅の絵があったりしてたいへん結構だったと思いますが、市としてどんな支援をし

たのか、例えば賞状を出したとか、発表する場を提供したとかその辺を伺いたいです。 

・小学生にたしか俳句を作ってもらったと思います。こういう機会に頑張ったねという意味で、子ど

もたちに関心を持ってもらったり、次の世代を育てる意味からも、市長賞とか出して大々的にアピ

ールしていただきたいです。各学校も協力していると思うので、結果報告がないのはさびしいです。 

事務局 

・涓滴衆のイベントについては、もちろん梅の公園の場所の提供もありますが、絵を描く色紙の提供

や作品のライトアップのための設営の関係などに協力しています。また、絵を描いてもらうにあた

り、小中学校への協力依頼もしています。 

事務局 

・小学生から梅の里再生への標語・スローガンの募集をした件につきましては、３月１２日の観梅市

民まつりの開会式の際に、入賞者に対し市長と親善大使の篠原ともえさんから表彰を行っています。 

３ 協議事項 

(1) 平成３０年度強化対策地区の拡大について 

事務局 

〇資料４－１・４－２について説明した。（※省略） 

委員 

・感染報告の中で、強化対策地区２の感染割合が少なくなってきていると感じるので、地区２への再

植栽の要請について、国に強く求めていただきたい。それとともに、新たに設定する地区３につい

ては、現在、市の調査は入っていないため、早いうちに市や国を含めて調査をやってもらえるよう

お願いしたい。 

事務局 

・１点目の、強化地区２に対する再植栽の要請は、今年度も引き続き行っていきたいと思います。２

点目の強化地区３については、悉皆調査という形ではありませんが、東京都が調査を行っておりま

す。ただ、強化対策地区３としてやるからには、市が主体となって徹底した調査、防除体制を組ん

でいきたいと考えております。 

委員 

・強化対策地区２について、早急に植えられるようにしていただきたいです。我々生産者の立場から
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すると、植えられたのは２０００本ですが、この本数ではとても市場には持っていけないです。植

えられたのはいいのですが、中途半端な状態なので、１日も早く強化対策地区２に植えられるよう

にしていただきたいです。 

事務局 

・市も農林水産省に対して、積極的に働きかけていくつもりです。ご理解をお願いします。 

副委員長 

・強化対策地区２への再植栽が、最速でいつからできるかということですが、もちろん決定ではない

でしょうが、平成３０年の秋ということでよろしいでしょうか。 

事務局 

・今のご指摘のとおり、今年の９月末までに新たな強化対策について国に申請し、１０月の専門家会

議で認めていただいたとして、平成３０年度からこの強化対策地区３で強化対策に取り組んでいく

と、早くて平成３０年の秋からとご理解いただきたいです。 

委員長 

・今の件について、強力に進めていただくことを我々はお願いしたいです。 

(2) 神代橋通り植栽枡への梅樹の植栽について 

事務局 

〇資料５について説明した。（※省略） 

委員 

・観光の立場からですが、梅の里再生復興につきましては、第１に、梅の公園とその周辺にさらなる

再植栽を進めてほしいです。第２に、再植栽樹の適切な育成管理、ウイルス感染防止対策をとるこ

と、第３として、強化対策地区の拡大、地区１、２に続いて３についても早急に再植栽が認められ

るようにお願いします。 

・神代橋通りの植樹枡への植栽についてですが、来年の梅まつりの前に植えるには、植栽する梅を確

定して、葉が落ちる前に国の検定が必要になると思います。１０月頃には葉が落ちてしまうので、

早め早めにやらないといけない状況だと思います。課題が多くて市の担当者は大変ですが、この２、

３か月が勝負だと思います。その辺いかがでしょうか。 

事務局 

・神代橋通りに植える梅については、ご指摘のとおり葉が落ちてからでは検定できないので、既に苗

木の確保に動いており、遅くても８月頃までには苗木の選定と検定をきちんとして、先手先手で準

備したいと考えています。 

委員 

・もう１点、梅の種類ですが、吉野梅郷の玄関口なので、できるだけ早咲きの梅がいいと思っていま
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す。特にこちらは寒いので、早咲きを選んでもらえるとありがたいです。難しい点もあるかと思い

ますが、大きさは成木で花梅がいいと思っています。 

事務局 

・ご指摘のとおり、街路樹については、鑑賞に適したものを選びたいと考えています。都の西多摩建

設事務所からは、道路敷地内のため、実が落ちる梅でなく花梅でと言われています。また今、早咲

きの梅をとの要望がありましたので、参考にさせていただきます。 

委員 

・神代橋通りの７０の枡には、今までパンジーなどを、吉野梅郷観光協会、青梅市観光協会、梅の里

づくり実行委員会で植えてきたわけです。そういうところから言って、今回街路樹を植えることに

なり、梅の苗の確保がどうなっているか、もうひとつは、梅郷のメインストリートなので、花梅を

お願いしたいことなど、そういうところを確認しておきたかったわけです。オープンガーデンは、

吉野梅郷観光協会、青梅市観光協会、梅の里づくり実行委員会で協力して成木を植えてきたわけで

すから。 

事務局 

・苗の確保については、市の方でしていきます。せっかく植えるので、成木で早い時期から鑑賞でき

るものを考えます。 

委員 

・梅の伐採後、枡のところに玄海つつじが植えられましたが、現在枯れているものもあります。今回

梅を植えるにあたり、玄海つつじを補植してその他に植えるのか、その辺をどうするのかが１点目、

２点目は、以前枡に土を足したと思いますが、枡の土が無くなっているので、そこをどうするのか

お聞きしたいです。 

事務局 

・玄海つつじの補植については、現時点では考えておりません。あくまで梅を植えるのが第一で、そ

の際既存のものが支障となるなら、梅の公園への移植も考えていきます。 

・数年前に枡に確かに土を入れたことがありました。梅を植えるときには、植栽を依頼する業者とも

その辺をよく相談し、土の関係で枯れたりすることのないようきちんと植えていきます。 

委員 

・神代橋の南側に７０本植えるという話ですが、北側は今どういうふうになっていますか。両方に植

えられるといいなと思うのですが。 

事務局 

・神代橋の北側も枡があるのですが、まだ強化対策地区１にしか再植栽できません。北側は日向和田

地区ですので植えることはできません。 

委員 

・推進委員会の前身の検討委員会で出ていた話ですが、元あった梅の街路樹の手入れが、東京都のも
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のであったので観光協会や地元の方では対応できなかった。剪定もできないので、困っていたとい

うことを聞きました。今度、市が植栽することになり、７０本植えたら、その手入れは市でできる

ように、例えばの話ですが、梅郷観光協会に実際はやってもらうというようなことでいいのではな

いでしょうか。枝の手入れまですべて市が一括してやるというように、都にはそういうところまで

念を押しておいてほしいです。 

事務局 

・枝等の管理については、西多摩建設事務所と２回協議した中で、できれば市と地元とでやってほし

いとの話が既に先方からきています。市としても、再植栽する街路樹は、地域の方といっしょに育

んでいけたらと思っています。 

委員 

・観光の方ですが、日向和田の駅の梅はまだ残っていますが、駅を降りてまず第１に見る梅です。線

路脇というか、橋を渡った突き当りのところの梅の木の下が草ぼうぼうで見栄えが良くないです。

以前青梅駅長に会った時に話してみましたが、個人で言ってもどうかなと思ったので、市から「き

れいにしてくれないか」と要望してもらうのは可能かどうかお聞きしたいです。 

委員 

・今の関連で、日向和田駅の梅は剪定もしていないようですが、今年は梅の実がかなり成っています。

だが、成りっぱなしになっていて、下にたくさん実が落ちている状況です。観光客には、梅の病気

で地元が苦労しているはずなのに、なんで梅の実を無駄にしているんだろうと取られてしまいます。

今日実際に見ましたがひどいので、その辺の管理はＪＲになると思いますが、そのくらいはきれい

にしてほしいです。 

事務局 

・ただいま、草の状況と梅の実の管理の２点の意見が出ました。市としても、日ごろからＪＲ東日本

に要望をあげております。その中で、今の２点についても伝えていきます。 

委員長 

・ちなみにそういう管理は、吉野梅郷観光協会としてもできるのですか。 

委員 

・やはりメインは神代橋通りですが、日向和田駅を降りたところが入口ですから、そこも含めて吉野

梅郷観光協会に管理してもらうのがいいと思います。その許可を市としてＪＲにかけあってもらい、

ＪＲとしても草刈りや梅ひろいは人手がないだろうから、そこをなんとかやるのがこれからの考え

方ですから、吉野梅郷観光協会にお願いしてやってもらうような、観光について大きな捉え方をし

てほしいです。 

委員 

・二俣尾駅前にも３本ほどありますが、やっぱり実が落ちて歩道に転がっていて気になります。 
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委員長 

・もしＪＲから、管理について許可が出たら、観光協会はその辺やれますか。 

委員 

・やるでしょう。梅の里再生のために、みんなが頑張ってやっているのですから。また会長とよく相

談しますが。 

事務局 

・個人的にも日向和田駅のことは感じていますが、梅の花の時期に限らず、ハイキングコースを利用

するお客さんなどもいるので、観光の面からもＪＲに直接話をして、委託的にどうなのかはその次

になるかと思いますが、駅を玄関口としてもう少しなんとかしてほしいというような話はしたいと

思います。もしそれでうまくいくようなら、またいろいろと相談させていただきたいです。 

委員長 

・市とＪＲとで協議して、対応していただきたいと思います。 

(3) 梅の公園梅樹植栽工事等の予定について 

事務局 

〇資料６－１、６－２について説明した。（※省略） 

委員 

・梅の公園を見ていると、あまり枯れている木は見受けられないのですが、その辺の数字がわかった

ら教えてほしいです。また、少し花が咲いたにもかかわらず、実がなっているものがほとんどない

のですが、なにか理由があるのですか。 

事務局 

・葉の出ていないものは、１０数本確認しています。実がないとのことですが、年明けに植えている

ので、木の体力的な部分が足りなかったのかなと素人判断ですが考えています。 

委員 

・今の説明で、５小、西中にも余地があれば梅を植えるというのは結構なことです。将来植えられる

ようになったら、６小も加えてもらえればありがたいです。また、幼稚園、保育園にも植えて、小

さい頃から梅に親しんでもらって、梅の接ぎ木などができる子が育ってくれればと思うので、余裕

があれば植えてほしいです。 

事務局 

・保育園、幼稚園、そういった所への植栽について、今後、話を進められればと考えています。 

(4) 梅農家への支援について 

事務局 
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〇資料７について説明した。（※省略） 

委員 

・援農ボランティアには、私も登録していますが、これまでの流れだといつあるのか直前までわかり

ませんでした。この資料のように、日付はないですが、これだけでも事前に送っていただくと参加

しやすいと思います。伐採してからやっていないので、今年度せっかくやるのですから実のあるも

のにしてほしいです。 

事務局 

・ご意見のありました援農ボランティアですが、伐採の関係もあり、平成２８年度は活動がありませ

んでした。今年度は、この予定をもとに、大まかなものをお知らせし、より参加しやすいようにし

ていきたいと思います。 

委員 

・日高に残っている苗が１５２８本とあるが、今回再植栽した苗の２割が枯れているとしたら、その

うちの４００本が間違いなくなくなってきます。というのは、昨日、おとといと助成金を取りに来

た人に配りましたが、枯れたのはどうしたらいいかと聞かれ、そのうちなんとかなるからと答えま

した。この人たちは必ず注文してくると思います。そうすると地区２の農家のための本数がなくな

ってしまいます。 

事務局 

・残っている１５００本の苗は、今年の２月に配布した残りです。この苗は、そもそも強化対策地区

２に植える分を含めて購入・育成管理をしてきた経過があります。こちらとして判断がつきかねて

いるのは、強化対策地区２に最速で再植栽可能となる時期が、平成３０年秋以降ということで、日

高の苗は、今４年生、来年は５年生となり、さらに大きくなってしまいます。もし平成３０年１０

月以降に植栽できる地区が拡大したとして、その苗で二俣尾等の農家さんが構わないという話にな

るのか、また改めて別の考え方をするのか相談させていただきたいと思います。 

・資料を元に先ほど説明したのは、この２月に再植栽したけれども枯れてしまったとか、２８年度は

植栽を見送っていたが今年度は植えたいという農家さんのためにということで予定しているもの

です。 

委員 

・資料７の１の（２）の未植栽の生産緑地への苗木の斡旋用の苗は、別に用意されているのですか。 

事務局 

・日高にある苗を斡旋したいと考えています。 

委員 

・それでは、残っているのは１２００本程度になってしまいます。すでに４００本枯れているのだか

ら、その分は畑が空いてしまうので、７月の時点で皆さん注文すると思います。そうすると苗が足

りるのかどうか心配です。 
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委員長 

・ちなみに、地区２にはどのくらい植える予定ですか。 

事務局 

・当初平成２５年ですが、確認した時に、地区２の方で出てきた数字は、およそ５００本くらいです。

再植栽可能となった時に、改めて希望を取るようになると思いますが、現状ではこの本数で足りる

と思っています。ただ、大きく育ってしまった苗を農家が希望するかどうかを、平成３０年秋以降

の植栽にあたって確認していきたいと考えています。 

委員 

・資料７の今後の予定について確認したいと思います。まず「梅農家への追加購入調査」ですが、我々

生産者側から言うと枯れた木があるから追加で頼みたいという希望を出せるのが、この７月の調査

で、それに対して苗が来て、１１月１２月に植えることができます。真ん中の「未植栽の生産緑地

への苗木の斡旋」は、例えばまだ空いている土地があるから、ここにも植えようということで申し

込むという意味合いかと理解したのですが。 

事務局 

・そのとおりです。 

委員 

・空いている土地があるとして、ここでジョイント栽培の話も出ていますから、生産者としてこの土

地はジョイントで行こうか、従来の方法でいこうか、枯れたところも含めて作戦があるわけです。

ジョイントの場合は、前はおそらく６メートル空けるとかになるだろうから、植えられる本数は全

然かわってきます。二つの話が同時に進んでいるので、考えどころです。 

委員 

・ジョイント栽培は、ジョイント栽培として別に考えたらどうですか。苗は別に作るので。 

委員 

・どちらも希望は７月にとるので、そういう意味で整理しておかないとうまくないです。 

委員 

・直接の関係ではないですが、生産緑地法の改正の関係で、面積制限がさらに低くなったわけです。

特にあの地区は小さい農地が多いわけですから、そういうところが生産緑地にのるように市として

対応を図るべきで、それが農家への支援策だと思いますので、しっかり検討していってほしいです。 

事務局 

・今のお話の生産緑地の面積要件の緩和については、都市計画審議会の方にも報告し、調整を進めて

いきます。市の実情を踏まえた上での検討になるので、区部とも違いますし、その辺は考慮して都

市計画審議会での議論をふまえて考えていきたいと思います。 
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事務局 

・先ほどの強化対策地区２の平成２５年度調査時の本数を５００本程度と申し上げましたが、実際に

は７００本ほどです。修正します。 

委員 

・生産者として伺います。再植栽樹に管理ナンバーがついていますが、風で飛んでなくなってしまっ

たので、探してまた付けたということがありました。なくなってしまってもいいものなのですか。 

・枯れた梅は切らないでそのままにしておいてほしいという通知を見ましたが、その時には既に梅の

木を切ってしまっていたという話を聞きました。通知が来るのが遅いです。また、本人だけが承知

していて、管理している人は知らずに切ってしまったという話も聞いています。その辺の対応はど

うしたらいいのですか。 

事務局 

・１点目のタグが無くなってしまった場合の対応ですが、市が１本１本登録し管理しているものです

ので、もし無くなっているのがわかりましたら連絡をいただきたいと思います。 

委員 

・その辺については知らせてもらっていません。あらかじめ、こういう時にはこうしてほしいと言っ

ておいてほしいです。 

委員 

・「未植栽の生産緑地への苗木の斡旋」の「斡旋」ですが、農家への調査をするという意味合いです

か。 

事務局 

・所有者さんへの意向調査をするという意味です。 

委員長 

・８月から９月の意向調査で間に合いますか。 

委員 

・７月の追加購入調査といっしょにやってもらうと効果的ですよね。 

事務局 

・先程の２点目の質問ですが、悉皆調査を年３回するということで、４月下旬から５月上旬、６月、

８月に全再植栽樹の調査をしています。その際、タグが外れているもの、切られているものの把握

もしています。また先日、再植栽農家全員宛に、まだ芽吹きがないものについて伐採抜根をしない

でそのままにしてほしい旨の通知も出したところです。 
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委員 

・仮に切ってしまったものについては、番号もないわけですが、市の対応はどうなるのでしょうか。 

事務局 

・登録台帳から抹消し、悉皆調査、防除の対象から外していくことになります。 

委員 

・その辺の対応をしっかりとお願いします。 

事務局 

・未植栽の生産緑地への苗木の斡旋とは、意向調査です。こちらは８月から９月の予定となっており

ますが、例年この時期に農業委員会で調査を行っており、そのときに改めて植栽していない農地を

確認して所有者に意向調査をするという考えです。 

委員長 

・意向調査後の苗の注文はどうするのでしょうか。 

事務局 

・植栽を希望すると確認できた時点で、遅滞なく注文を受けたいと考えています。 

４ その他 

委員 

・梅の里再生復興プログラムに基づいて４つの提案をします。３つは公園の中のことで１つは公園の

周辺に関することです。公園はもちろん、梅の花が以前以上に咲くのが一番の再生ですが、その他

に花、虫、鳥についての３つの意見です。 

・１つ目の花は、復興プログラムでは梅の公園以外の四季の花を活用したまちづくりとありますが、梅の

公園を少し整備すれば色々な四季の花が楽しめるようになると思います。中央口のトイレの北側には今

でも絶滅危惧種のアズマイチゲ、ミヤマカタバミ、エンレイソウ、ネコノメソウなどが自然に生えてい

ます。そこは沢が有る北側斜面で、園内の他では見られない珍しい植生があります。例えば第一東屋の

北側の下の斜面に女性が大好きなカタクリなど、種を撒けば育つのではと思います。

また、第二東屋から東側に降りた雑木林には上の道と平行に散策路を作ると雑木林ならではの野草が身

近に観察でき四季を感じられます。カイドウが植栽されている下側ですね。今言った第一東屋の北側の

下と第二東屋の園路を整備すれば、年間を通じて季節の可憐な野草を楽しめます。

・２つ目は虫です。例えば第一東屋の福寿草を植えた梅がない平坦な場所に草刈りをしないエリアを作る

と、秋には虫がイッパイになります。提携している杉並区の小学生を定期的に呼んで虫取り体験をする

と、将来はすばらしい公園のリピーターになります。群馬昆虫の森では何時も網を使って虫取りをさせ

ています。

子どもたちに素晴らしい世界中の標本を見せるより虫取り体験をさせた方が生きた体験が出来ると思い

ます。最近「ファーブル昆虫記」を完訳された奥本大三郎先生も「子供には昆虫採集を！」と主張され

ております。

また、園内のコナラなどに蜜を塗っておけば、夏の朝にはクワガタやカブトムシを見ることもできます。
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講師を招くとかボランティア団体に声を掛けてお手伝いしてもらい、５小の子供達から始めると良いと

思います。これは特にお金をかけなくても出来る公園を利用した自然体験です。

虫つながりでホタルも魅力的です。既に梅の公園前の小川にはゲンジボタルが飛翔しています。この貴

重な既にある宝をこれまで以上に増やし、多くの皆さんに楽しんでもらえればと思います。そのために

は周辺の環境をもう少し整備する必要があると考えます。先ずは街路灯です。現状ではホタルの淡く小

さな光をかき消すほどに強い光がホタルのオスとメスの出会いを阻害しています。防犯上の問題もある

でしょうから、ホタルが舞う時期に限定して歩道のみに光が当たるような工夫をすれば良いと思います。

また、人工的な光が届かないように道路側にもう少し樹木（落葉樹）を植えて光を遮りたいものです。

さらには観賞のために来てもらう車のヘッドライトの強い光や足元を照らす懐中電灯の光も良くありま

せん。これは事前に簡単なレクチャーをしてから観賞できるように地元スタッフを育成し、ホタル観賞

マナーが日本一素晴らしい青梅・梅の公園を目指したいものです。カワニナの育成には地元の小学生な

どにカワニナの里親になってもらう取り組みも面白いかと考えます。エアレーション装置のある水槽が

あれば可能で、金魚との共存も可能なので該当する家庭は多いのではないでしょうか。梅の季節以外に

６月から７月にも多くの方が公園を訪れると思います。

・花と虫が終わり３つ目が鳥です。第三東屋周辺は絶滅危惧種のタカの一種サシバやハチクマの渡りを見

ることが出来ます。秋になると翼の長さが１ｍにもおよぶ子育てを終えたサシバが群れを作って東南ア

ジアに向かって飛んでいきます。日本野鳥の会奥多摩支部では、毎年９月半ばから１０月半ばまでほぼ

毎日観察会を行い、多い日には７００羽以上の飛び立つサシバを見ることが出来ます。梅の公園の地形

は上昇気流が起きやすく、関東では天覧山、羽村と共に渡りを見ることが出来る貴重な場所です。

観察から始まる自然保護と言う言葉が有りますが、より良い渡りの観察をする３つの提案です。一つは

第三東屋周辺の梅の木の剪定をチョット工夫する。二つ目が西側の一本の松の木を伐採する、３つ目が

渡りのポイントで有ることを表示して宣伝する。それだけすれば、これからも野鳥の絶好の観察地とな

ります。

色々な人に足を運んでもらえる生物多様性に富んだ楽しめる優しい公園にすることが大事だと思います。

以上が公園内の花と虫と鳥の復興プログラムに基づいた具体的な提案です。

・最後の４つ目は公園の周辺の整備について話します。

肝要林道には皆さんはご存じの無い珍しい岩割りの桜、三室林道にはバーベキューが楽しめるキノコガ

ーデンや岩の下に鎮座する山の神の観光資源があります。新ルートとしてそこまで整備すると人の流れ

が増え、より多くのお客様に楽しんで貰えると思います。観光客をグルグル回す幾つものルートを作る

ことが大事だと思います

先ほど話をした岩割りの桜は国の天然記念物の盛岡の石割桜と同じように岩を割って生えている山桜の

巨樹です。日本には２本と無いと思うので、周辺の杉の木を少しずつ切って花が咲くようにして貰えれ

ばと思います。私はいままでもいろいろな人にガイドをしていますが、誰からも感嘆してもらえます。

梅の公園中央口から天神入り林道、赤坂を抜けて三室林道を車が抜けるように出来ると最高ですが、せ

めて人が解る様に整備して引っぱったら良い集客になると思います。

事務局 

・今の委員さんの提案は貴重な意見だと思います。プログラムの中でも、四季を通じた集客だとか、

周辺エリアの整備・活用が謳われていますが、まずは、梅の公園に関しては梅の木を植えるのが大

前提とご理解いただいたうえで、先程の提案の内容について整理を進めながら、現場の確認もあり

ますし、こちらで預かって、いつまでとは言えませんができるだけ早く回答したいと思います。た
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だ、プログラムの中で進めていくのはずっと前からのお話ですので、その辺は委員さんとも調整を

図らせてもらいながら、場合によっては推進委員会の中で諮るとか、報告させてもらうという形で

よろしいでしょうか。 

委員 

・提案した事について、これはこうですよとか、これは無理とか、これはやれそうだとかという意見

が遅くとも次回の推進委員会までにいただければと思います。 

委員長 

・市の方に提案した内容について検討してもらいながら、できるものからやっていただくことになる

と思います。 

委員 

・資料２の「平成２９年度の強化対策について」の中のアブラムシの防除について、１０月頃に予定

しているとありますが、過去にお手伝いをさていただいた梅部会の消毒と委託業者の薬剤散布を比

べると、業者はノズルの先が詰まっていてもそれで終わりにしてしまったこともあったので、散布

方法がうまくなく効果がないのではと感じています。できれば梅部会の方たちに散布をしてもらう

方がより効果があると思います。検討をお願いします。 

事務局 

・今後のアブラムシ防除の予定については、業者委託と合わせて、今委員からご意見があったとおり

地域の元梅部会の皆さんにも声掛けをしまして、協力した体制で実施していきたいと考えています。 

委員長 

・梅の里の再生委員会が始まった時はもっと希望に満ちた会だったのが、梅を植えることに重点が置

かれ、先程の委員さんの提案のような発想がなくなったところがあります。せっかく梅が植わった

ので、より良い梅の公園づくり、環境づくりを進めていければと思います。またいろいろとご意見

を頂戴したいと思います。 

副委員長 

・みなさん長時間にわたり、第１４回梅の里再生計画推進委員会、ご教授ありがとうございました。

たいへん中身の濃いさまざまな意見をいただきました。もう一度よく整理をして、どういった意見

があったのか、私も最初から考えると片手では数えきれない意見があったと思います。 

・その中で、再植栽をした苗木から病気が発生していないということで、非常に安心いたしました。

従来の木も発生数が少なく、強化対策地区１と２もほとんど偏りがないということですので、明る

い希望を持って、強化対策地区２もすみやかに平成３０年１０月に再植栽できるようにしていただ

きたいと考えています。 

・神代橋通りの街路樹の問題も現実味を帯びてきて、１０月頃には植えられるようになります。そう

いうことで前に進んでいると思います。 

・ただ一つ心配なのは、梅まつりで、３年ぶりに観梅市民まつりも開催されて、入場者数も全体で２

万人以上来ています。梅の里が再生して、スタートが切れたということで、今年は盛り上がりまし
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たが、２年目になったらどうでしょう。２年目も今年と同じくらい盛り上がったおまつりにしてい

かなければいけないと思います。ぜひ市や皆さんに協力いただいて、ひきつづき梅まつりを頑張っ

てやっていく中で、梅の里の本当の意味での梅の花が咲きだして、それが合致する、先程イベント

は盛り上がっているが、梅の花を見に来ている人はどうかなという話がありましたが、それは当然

そうですが、それがだんだん融合してくれば、これこそまさに梅の里再生につながると思っていま

す。 

・いずれにしましても、長時間にわたって大変貴重なご意見をいただきありがとうございました。 


