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第１５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 12 月 6 日（水）15：00～16：42 

場  所 青梅市役所本庁舎 3階教育委員会会議室 

出 席 者 委員 11 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、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 

１ あいさつ 

２ 報告事項 

(1) 平成２９年度強化対策地区内感染状況調査結果等について（資料１） 

 (2) 平成２９年度第１回ウメ輪紋ウイルスに関する対策検討会（概要）について（資料２－１、 

２－２、２－３） 

 (3) 梅の里再生事業に係わる寄附等の状況について（資料３） 

（4）神代橋通りおよび吉野街道の植樹枡への植栽について（資料４）

（5）梅苗木の追加注文について（資料５）
（6）梅の公園梅樹植栽工事等の概要について（資料６－１、６－２）
（7）吉野梅郷梅まつりについて
・梅まつり：平成３０年２月２５日(日)から３月２５日（日）まで
・観梅市民まつり：平成３０年３月４日（日）

（8）平成２９年度梅郷・和田町地内植栽予定一覧

３ その他 

配布資料  (資料１）平成２９年度強化対策地区内感染状況調査結果について
(資料２－１）平成２９年度第１回ウメ輪紋ウイルスに関する対策検討会（概要）
（資料２－２）強化対策地区図

（資料２－３）強化対策スケジュール

 (資料３）梅の里再生事業に係わる寄附等の状況について
(資料４）神代橋通りおよび吉野街道の植樹枡への植栽について
(資料５）梅苗木の追加注文について
(資料６－１）梅の公園梅樹植栽工事等（平成２９年度）の概要
（資料６－２）梅の公園梅樹植栽計画（平成２９年度）平面図

議  事 

１ あいさつ 

市長 
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・本日は、大変お忙しい中、御出席をいただきまして厚くお礼申し上げます。師走を迎え、慌ただし

い中ですが、今週末には農家の皆様への苗木の配布および再植栽が始まると伺っています。当市に

おいても、梅の公園では、現在植栽工事が進行中です。また、地元から強い要望を受けておりまし

た神代橋通りと吉野街道への植栽については、都道の管理者である東京都との協議が終わり、こち

らの植栽工事も現在進行しているところです。 

・今年度も再植栽がこのように順次進められていることに関しまして、国、都の御指導はもとより、

地元団体や住民の皆様の協力なくしては成し遂げることができなかったであろうと改めて思い返

しています。 

・昨年よりようやく動き出した「梅の里の復活・再生」については、まだ一部地域のみの再生である

ことを忘れてはなりません。まだ植えることのできない強化対策地区２の農家の皆さんも再植栽が

できる日を待っています。このような厳しい状況を受け、当市では農林水産省に強化対策地区の拡

大をお願いし、この秋の専門家会議にて拡大が認められたところです。こちらについても、一日も

早い再生ができるよう全力で取り組んでいく所存です。 

・委員の皆様からは忌憚のない御意見を頂戴したいと思います。また今後も梅の里再生に向けて、な

お一層の御指導・御協力をいただきますようお願いいたします。 

委員長 

・本日は第１５回梅の里再生計画推進委員会にお出かけいただきましてありがとうございます。ほん

とうに今年も一か月を切ったところですが、梅樹の方も順調に植わっている状況です。思い返せば、

この委員会も農業側と観光側とに分かれて議論してきた中で、最終的にはどうしたら植えられるか

という話になったわけですが、今まで我々が意見交換してきたことが徐々に現実になっているとい

うことです。 

・来年の梅まつりにはかなり大勢の観梅客が来るだろうなとの見込みですので、さらにいろいろな事

をこの委員会から提案して、より良い梅の里再生に向けていきたいと思いますので、これからもよ

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２９年度強化対策地区内感染状況調査結果等について 

事務局 

〇資料１について説明した。（※省略） 

委員 

・感染状況について、強化対策地区１と２に分けて教えてほしい。 

事務局 

・強化対策地区１の方は１０園地１１本の感染でした。地区２の方は６園地６本の感染で、合わせ

て１６園地１７本です。 

 (2) 平成２９年度第１回ウメ輪紋ウイルスに関する対策検討会（概要）について 
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事務局 

〇資料２－１、２－２、２－３について説明した。（※省略） 

特になし 

(3) 梅の里再生事業に係わる寄附等の状況について 

事務局 

〇資料３について説明した。（※省略） 

委員 

・１億５千万円という目標をたてて、現在８，８００万円ということですが、あちこちから協力をい

ただいて額が増えているというお話ですが、今後の足りない分はどうなるのか教えてほしい。平成

３２年度までの目標額はわかりますが、今年度の目標に対して今どうなのかというようなお話がな

かったので。 

事務局 

・６，０００万円程度の不足があるわけですが、今年度「企業版ふるさと納税」の制度を認めていた

だいています。この制度を活用し、企業への寄付金のための訪問活動を始めています。その中で一

定規模の寄付金を見込めると考えていますし、梅の里再生のＰＲ品を作りいろいろな場面で啓発活

動をしていますので、現在は差があるのは事実ですが、ゆくゆくは目標額に持っていきたいと考え

ています。 

委員長 

・寄付金の使い道、支出計画はありますか。 

事務局 

・例えば梅の公園ですが、だいぶ手を加えなければいけないハード面での傷みがあるところですが、

当面とにかく先行して梅の成木・苗木を植えていっております。主に梅の公園の整備に充てていき

たいと考えています。 

委員長 

・今まで購入した梅樹の費用はこの基金から出ていると思いますが、その中身は公表されないのです

か。 

事務局 

・昨年度は１，７００万円ほど取り崩したのですが、公園の整備に向けての計画のための支出等に充

当しています。今年度は苗木の購入や施設整備に、まだ執行していないものが、２、３か月後には

固まってきますので、その段階で公表していくことになります。 

委員 

・今使い道のお話がありましたが、せっかくこの委員会があるのですし、今まで基金のお金を投資し

ているわけですから、梅の公園へこういう品種の梅を植えたとか、ある程度のものを今日あたり出
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してもらえればこちらも知識を得られて、一番いいのではないですか。 

委員 

・１億５千万円のお金を集めていきたいとの話ですが、その内訳ですね、どういうふうに使っていく

のか、特に農業と観光のバランスも考えて、市の梅の里再生委員会なんですから、その内容につい

てオープンにしてもいいのではないですか。 

事務局 

・基金の使い道の話ですが、まず約８，８００万円が集まりました。それを全部使ってしまっている

わけではなく、そのうち約１，７００万円を平成２８年度にプランニングの段階で使わせていただ

いている、今年度は梅の苗木の購入や植栽工事の費用、そういった所に投資している途中です。 

・どんな木がどんなところに植えられるのかというのが次の質問かと思いますが、このあとの資料６

に出てきますが、３３９本を植える計画内容が一覧表で示されております。後程説明させていただ

きます。 

事務局 

・平成３２年度までに基金として１億５千万円の目標を立てていますが、今累計で８，８００万円程

度あり、平成２８年度の支出は先程申し上げた約１，７００万円、今年度は梅の公園への投資とＰ

Ｒのための経費にも充てるということで、まだ途中経過ではありますが、いろいろな方に御協力を

いただいている基金がどう活用されているか、梅の里再生事業に対する充当の情報についてわかり

やすく整理して、また委員会の中で示させていただきたい。 

委員長 

・１億５千万円に対する執行計画があるわけですよね、それを見たことがないので、どういう計画の

もとにやっているのか、この事業にはこのくらいかかるというものがあったほうがいいですね。 

事務局 

・先程申し上げた基金充当の今までの資料を示すとともに、１億５千万円の事業計画につきましても

合わせて資料を作成して、次回以降説明させていただきたいと考えております。 

(4) 神代橋通りおよび吉野街道の植樹枡への植栽について
事務局 

〇資料４について説明した。（※省略） 

委員 

・神代橋通りのうち、橋の向こうの日向和田側にも枡が数か所ありますが、そこは植えないのですか。 

事務局 

・再植栽を認められているのが、強化対策地区１の梅郷・和田町地区のため、神代橋を渡った日向和

田側は植えることができません。 
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委員 

・街路樹は７４本ということですが、そのうち７０本を吉野街道の信号から神代橋の間のすべての枡

に植えるということでいいのですか。また残りの４本は別のところでしょうか。 

事務局 

・神代橋通りの７０枡に１本ずつ植えます。残りの４本は、市長の指示があり、吉野街道の町谷橋の

両側にある植栽枡４か所に植えます。 

委員 

・吉野街道沿いは他の木が植わっていたりするので、これ以上植えるところがないということなので

しょうか。 

事務局 

・西多摩建設事務所から既存の木を抜くことはできないので、梅の木を植えるのは御遠慮いただきた

いという回答がありました。 

委員 

・神代橋通りの様子を見てきました。梅の公園までのメイン道路ですから、来年の春には花が咲くと

の話で、いい木を植えていると思います。これからの手入れの問題ですが、観光用の梅の仕立てを

していただきたいのが一つ、神代橋通りでお客を呼び、そのまま梅の公園に引っ張っていき、オー

プンガーデンに今回１９本植えましたから、そちらにも回ってもらえるように他の地域との連携を

図れるようなしっかりとした梅の管理をお願いしたい。 

・中道梅園の梅ですが、観光用としては時間のかかるような剪定の仕方になっています。その辺も課

題としていただきたい。 

事務局 

・神代橋通りですが、以前は都の管理でしたが、これからは覚書で市が管理することになります。た

だ都から道路管理者として言われているのは、低いところの枝は通行人のため横には伸ばさないよ

うにということです。高い枝は残してあります。安全面と観光面を考慮して今後の剪定は考えてい

きたいと思います。 

事務局 

・中道梅園ですが、植栽した時の状況は把握しております。今年地元の方に剪定もしていただき、花

として見られる樹木に育てていくつもりです。今後入れるものもありますので、その辺は委員さん

の意見を尊重してやっていきます。 

(5) 梅苗木の追加注文について
事務局 

〇資料５について説明した。（※省略） 

委員 

・今回追加注文ということで、農家さんの梅も植わってきていますが、過去に梅が植わっていたとこ
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ろで現在はまだ植えていないところの数がわかれば教えていただきたい。 

事務局 

・現在事務局では把握しておりません。詳細は確認して次回報告させていただきます。 

委員 

・今の御質問ですが、あくまで農家が今後どうするかという判断の上でやることです。それを無理に

進めるというのは、それぞれの体調や経済的なこともありますので、その実情の中で判断してやる

ことです。その辺を御理解いただきたい。 

委員 

・過去は梅林であったところが、今は植わってなくて、生産緑地だったところですが、何もしないま

まになっている場合はどうなるのでしょう。 

委員 

・農地として利用しなくてはいけないんですよね。 

委員 

・今まで伐採抜根した後の梅畑は、生産緑地として緩やかに見ていましたが、今後は生産緑地である

以上は農地としての管理をしていただくのが本来の対応の仕方ですね。 

委員 

・なかなか手がない中、生産緑地として皆さん一生懸命やっている。一方そのままのところもあるの

で、市の方で指導していただければと思います。 

委員 

・生産緑地の管理については全体的に荒れてきている状況がみられますが、それは農地の調査を定期

的にやっていますので、できるだけ生産者にお願いして管理をしていただく形を取っていきたい。 

委員長 

・来年の国会で、市街化地域内の生産緑地の貸借ができるように法律改正される方向です。 

委員 

・私も生産緑地の貸借ができるような法律ができる話は聞いています。許可を受けてからの貸借にな

りますが。 

委員 

・市としては青梅の梅なんですから、市民で関心がある人がいるのならば、かつて梅のあった所には

できる範囲で植えてもらうような導き方、市民の参加について考えていただきたい。 

委員長 
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・細かい法律の中身がわからないですが、そういうことができればいいですね。 

(6) 梅の公園梅樹植栽工事等の概要について 
事務局 

〇資料６－１、６－２について説明した。（※省略） 

委員 

・梅の公園に約１，０００本の梅が植えられるのはうれしいことです。成木は何本くらい植えたので

しょうか。 

事務局 

・今年度は１３９本、昨年度は９０本、合わせて２３０本です。 

委員 

・ありがたいことに第五小学校と西中学校に植えていただいたのは、次の時代の後継者に関心を持っ

てもらったということで評価できると思います。今後は保育園・幼稚園にもお願いしたい。 

副委員長 

・たくさんの梅を植えていただいてよかったが、観光から見ると以前の吉野梅郷は、親木の梅や明白

院のしだれ梅のようなシンボルツリー的な梅があり、それとともに農家さんの梅畑があり、梅園が

あるという地域だった。これからはピンポイントで地図に乗れるようなシンボルツリーを作っても

らいたい。 

委員 

・今の話に同感です。梅の公園は１，２００本の植栽に向かっている中、農家さんの梅はまだ少ない

状況で、梅の里づくり実行委員会ではオープンガーデンの充実を図っているところです。この状況

の中、そろそろ名木となるような木を、例えば金剛寺の梅を接ぎ木したものとかを植えるような議

論をしていく必要があると考えています。観光客を戻すためにも見ごたえのある梅が必要であると

思います。 

事務局 

・強化対策地区２について、来年の秋以降の判断の中で植えられることになれば、今年度のように公

園・児童遊園に植栽できればいいと考えています。 

事務局 

・観光面のお話の中で、シンボルツリーの植栽の御指摘がありましたが、以前は鎌倉の梅、岩割の梅

など、ポイントに名木・古木がありました。観光客がそういうところを訪ねながら地域をまわって

いくという形がありました。現在は、観光協会や梅の里づくり実行委員会のオープンガーデンの取

り組みで協力をいただきながら、また梅の公園にも集中的に投資をし、今までになかった立派な梅

も植えました。また第五小学校、西中学校にも植えましたが、どちらも児童・生徒、ＯＢの方にも

協力してもらい、自分たちで植えていただきました。決して狭い範囲の中でやっていくのではなく、
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いろいろな広い面での梅の再生復興を考えていますのでご理解願います。 

委員 

・梅の再生復興について申し上げます。梅の公園等へのさらなる植樹と、梅へのウイルス感染防止と

いうことで適切な育成管理をお願いしたい。そしてこれが一番大切ですが、強化対策地区の拡大の

件です。強化対策地区１に続いて平成３０年の秋には強化対策地区２についても植栽が認められる

ように強力に推進していただきたい。地区２が認められることは、観光の面から言うと神代橋通り

の日向和田側の植栽枡への植樹ができることと、即清寺のオープンガーデンとしての植栽がまだな

ので、そこが平成３０年の秋には可能となるようぜひよろしくお願いしたい。 

事務局 

・今御指摘がありましたように、強化対策地区１および２で引き続き徹底した対策をするとともに、

ぜひ来年秋には地区２でも可能となるよう農林水産省とも連絡を密にして取り組んでいきたいと

思います。 

委員 

・アブラムシ防除の件ですが、私も作業をやらせていただいたが、業者の方から少しの雨ならやると

聞きました。雨が降ってしまったら意味がないと思います。業者の都合なのかと思いましたが、雨

の時ははっきりと中止にすることはできないのでしょうか、その点をお聞きしたい。 

事務局 

・業者の都合で中止するしないはありません。中止になった時の予備日は十分にとっており、業者に

はその日程まで作業できるような体制を指示しております。雨などは当日の天気をみて対応してい

ます。 

事務局 

・先程の説明の中の成木１３９本ですが、資料６－１では高木１１３本、中木１９８本とあり、若干

混乱させてしまったかと思います。１３９本の中で育ちのいいものと悪いものとがあり、２メート

ル以上のものを高木としています。それ以下は中木になります。 

委員 

・樹苗養成振興会の方で、日高で管理している苗を明日から掘り出します。４日間をかけて、９日（土）

１０日（日）に配布できると思っています。生産者組合の方や農協の職員の方にも応援いただいて

作業する予定です。一方植え方については説明会等でいろいろと御指導いただいていると思います

ので、今度は１本も枯れないようにできたらと思います。 

・同時にお願いしたいのは、残っている苗が１，０００本程度あります。早ければ来年の秋に再植栽

が認められるとの話ですが、ぜひ植えられるようにお願いしたい。上手にすればまだまだ苗は使う

ことができますので。 

委員 

・梅の公園の中で小規模な補修工事をしたとあるのですが、ほかに何か計画はあるのでしょうか。 
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事務局 

・植栽もさることながら、園路もかなり傷んでいます。車イスなどで来られる方の事も考慮しなけれ

ばならないですし、斜面を登って東屋へ行くルート、これも傷んできています。その他にも傷んで

いる所があるのも承知していますので、緊急対応ももちろんのこと、順次対応してまいります。ト

イレの洋式化もしていきます。お気づきの点があれば皆様からも御意見を聞かせていただきたい。 

委員 

・強化対策スケジュールの中で、各自治会長には説明がされるようになっていますが、地元説明会は

梅郷市民センターで１回あるようですが対象となる地区はどこですか。 

事務局 

・強化対策地区１，２，３を対象としています。 

委員 

・自治会長は全部一緒でもいいが、地元の人にはもっと丁寧にした方がいいのではと思う。夜の開催

なので、若い人ばかりならいいが年配の人は会場が近い方がいいのではないか。 

事務局 

・以前、強化対策地区１，２を取り組み始めるときの説明会の回数と出席状況を勘案して１回という

形にいたしました。 

委員 

・アブラムシ防除の件ですが、今度は公園や児童遊園に植えますよね、小さいお子さんのいるお母さ

んに聞かれたのですが、そこを消毒した後遊びに行ってさわってしまうと怖いと言われたんです。

その辺の対策はどうなっていますか。 

事務局 

・散布する公園等については、事前に散布日や散布後の注意について張り紙をしています。ただ、小

さいお子さんには張り紙の内容がわからないという懸念があります。今回撒いている薬剤は、４，

０００倍にうすめており、農水省が認めている使用方法によれば収穫前日まで撒くことが認められ

ているものです。それくらい薄い薬剤で撒いているので、危険度が高いとは言えないと思います。

不安なことがある方については、市に問合わせをいただければ丁寧な説明をさせていただきます。 

委員 

・不安に思われないような対策をお願いしたい。 

(7) 吉野梅郷梅まつりについて
事務局 

〇来年の梅まつりの日程等について説明した。（※省略） 
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委員 

・梅の公園も植わったし、神代橋通りにも植えられたので、来年の梅まつりは今年とはずいぶん違っ

てくると思います。自信を持って復活と言えるのではないでしょうか。また市の大きな役割はこれ

からだと思います。 

・梅の里づくり実行委員会もオープンガーデンに自信を持って成木を植えていますので、梅の公園が

メインで神代橋通りがあって、その他の梅もあってというのが、これが構造的に青梅の作りだと思

います。親善大使の篠原ともえさんもＰＲしてくれていますし、おおいに連携を図っていって、大々

的に自信を持っていいと思います。 

・来年の３月１２日に花園農協へ行って梅樹を購入し、オープンガーデンに引き続き植えていこうと

いうことになっています。かつての青梅の梅林と同じようになる機会です。来年の梅まつりがチャ

ンスだと思うので、我々も協力しますので、おおいに宣伝していただきたい。 

事務局 

・前回は植栽ができ、復活の第一歩ということでした。今回は地元の方との打ち合わせの中でも、今

後どういうＰＲをするのか、ここ数年間のＰＲの仕方が昨年よりも難しい時なんだという話が実際

に出ています。基本的にはみんなで育てていこうというスタンスは変わりませんが、周知方法につ

いてはよくよく考えさせていただきたい。 

(8) 平成２９年度梅郷・和田町地内植栽予定一覧
事務局 

〇植栽予定一覧表に基づき説明した。（※省略） 

委員 

・植える梅樹はすべて検定したものということですか。 

事務局 

・すべて事前に検定を受けています。 

３ その他 

事務局 

・以前この委員会でお話のありました神代橋を日向和田側に渡ったつきあたりにあるＪＲの段上の梅

についてですが、ＪＲの方で梅まつりまでに対応する（草刈り、梅の剪定等）ということで話が進

んでいます。 

・平成２６年２月に全国梅サミット（１３市町）を青梅市で開催しているところですが、平成３０年

度の当番市である愛知県知多市から、梅林がある人工湖の工事の関係でサミットができなくなった

ため、代わりの自治体を探しており、当市に打診がありました。青梅市としては、ここで再植栽が

できてきたこともあり、平成３１年２月の開催を代わりに引き受けることといたしました。いろい

ろな面での御協力をぜひお願いしたい。 

副委員長 

・みなさん長時間にわたり、第１５回梅の里再生計画推進委員会、活発な御意見をいただきありがと
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うございました。 

・なんとなく今までは、再生というのは目標だということで一生懸命やってきました。今日の会議の

中で、神代橋通りにいよいよ植えられたという報告があり、再生復興が現実になった感じがしてま

いりました。これからは、さらにどういうふうに成功させていくかという段階に入ってきたのでは

ないかと思います。来年の秋には、柚木地域と畑中地域におそらく植えられるだろうということで

すので、来年３月には花園へまた視察に行きまして、成木の買い付けをしてこようということで前

向きに進んでおります。ぜひ皆様にも御協力をいただいて１日も早い再生復興、これに向かって頑

張ってやっていきたいと思います。 


