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第１６回青梅市梅の里再生計画推進委員会議事要旨 

日  時 平成 30年 3月 28 日（水）15：00～16：55 

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 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、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 

東京都西多摩農業改良普及センター 吉村所長

事 務 局 青梅市 13 名 

１ あいさつ 

２ 報告事項 

(1) 平成２９年度梅樹植栽本数の結果について（資料１） 

 (2) 梅の里再生基金の状況（平成２５年度～３２年度）について（資料２） 

 (3) 農地植栽用に管理・育成している梅苗木について（資料３） 

（4）平成３０年度の強化対策について（資料４）

（5）梅の公園梅樹植栽工事等の予定について（資料５－１、５－２）
（6）平成２９年度「吉野梅郷梅まつり」実施結果について（資料６）

３ 協議事項 

(1) 梅の里再生・復興プラン 平成３０年度版（案）について（資料７） 

 (2) 平成２９年度地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の活用について（資料８） 

４ その他 

配布資料 (資料１）平成２９年度梅樹植栽本数の結果について
(資料２）梅の里再生基金の状況（平成２５年度～３２年度）について
(資料３）農地植栽用に管理・育成している梅苗木について
(資料４）平成３０年度の強化対策について
(資料５－１）梅の公園梅樹植栽工事等の予定について
(資料５－２）植栽計画平面図(平成３０年度) 
(資料６）平成２９年度「吉野梅郷梅まつり」実施結果について
(資料７）梅の里再生・復興プラン 平成３０年度版（案）
(資料８）平成２９年度地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の活用について

議  事 

１ あいさつ 

市長 

・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。年度末を迎え、大変お忙
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しいことと思いますが、今年度の取りまとめとともに、来年度の植栽やプランの提示など再生事業

に大きな意味を持つ委員会ですので、忌憚のない意見を頂戴したいと思います。 

・再植栽については、農家やオープンガーデン、第五小学校、西中学校に１，３００本を超える梅樹

が植栽され、また、梅の公園、中道梅園をはじめ、木原梅園や児童遊園等にも植栽しました。特に

地元から要望された神代橋通りと吉野街道へは計７４本の梅樹を植栽しました。 

・農地については、東京都の補助を受け、早期に成園化を図る「ジョイント栽培」の試験圃場が和田

町に２か所設置されました。東京都初となる試みで期待している所です。 

・市内外の個人、団体から「再生・復興」に役立ててほしいと、ふるさと納税や寄付金が寄せられて

います。多額の寄付をいただいた団体・個人の方については、梅の公園に新たに設置した「寄付者

芳名板」に名前を載せさせていただいています。 

・この４月からは、新たに設定した「強化対策地区３」でも市役所一丸となって強化対策を始めてま

いります。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１６回梅の里再生計画推進委員会に御出席いただきありがとうございます。今年も再植栽

ができ、吉野梅郷梅まつりが盛大に行われたところです。植えた梅樹はまだまだ小さいですが、こ

れから大きくなって多くの方に見てもらえる時がいずれ来ると感じた次第です。 

・また、強化対策地区２はうまくいけば今年の秋以降に植えられるようになるとのことですが、その

ためには強化対策地区３の防除をしなければなりません。大変な作業になりますが、それをやりな

がら、少しでも再生に向けて進んでいけばいいのかなと思っています。 

・委員の皆様には慎重な御審議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) 平成２９年度梅樹植栽本数の結果について 

事務局 

〇資料１について説明した。（※省略） 

特になし 

(2) 梅の里再生基金の状況（平成２５年度～３２年度）について 

事務局 

〇資料２について説明した。（※省略） 

特になし 

(3) 農地植栽用に管理・育成している梅苗木について 

事務局 

〇資料３について説明した。（※省略） 
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特になし 

(4) 平成３０年度の強化対策について
事務局 

〇資料４について説明した。（※省略） 

特になし 

(5) 梅の公園梅樹植栽工事等の予定について
事務局 

〇資料５－1、５－２について説明した。（※省略） 

委員 

・梅の公園に９３９本が植栽され、平成３２年度の１，２００本に向けてさらに植えられるというこ

とで将来が楽しみですが、今年の開花状況を見ると、まず神代橋通り、オープンガーデンの紅梅が

咲き、次に梅の公園の紅梅が咲き、その後一挙に咲いたため、ちょうど良い時期の３月上旬から中

旬にあまり咲かず残念な状況でした。遅いところで２週間程度開花時期が遅れた所もあると聞いて

いますが、梅の公園は北斜面に植えざるを得ないので、今後の植樹は早咲きの品種を植えることが

必要と感じました。可能であれば要望したいと思います。また計画ではしだれ梅を公園の上の方に

植えるということですが、この辺りは３月中旬頃あまり咲いていなかったので、植える予定のしだ

れ梅は早咲きなのでしょうか。 

事務局 

・確保している梅樹ですが、現地の圃場を見て公園にふさわしいものをと考えていますが、品種がわ

かっていないものもあり、早咲きなのか遅咲きなのかという所までははっきり申し上げられない状

況です。特に今年は記録的な寒波があったため、開花の時期については気を揉んでおりました。北

斜面は梅まつり開催直前まで雪が融けていなかった自然の影響もあったと思います。今まで梅の成

木や苗木の確保に力を入れて進めてきたところです。その点については御理解いただきたい。 

委員 

・言うは易しで、実際にはなかなか大変だと思いますが、一応要望としてできるだけ早咲きの品種を

お願いできればありがたいと思います。 

委員 

・工事予定の中にトイレの洋式化があるのはたいへんありがたい。今年も公園のトイレなどのことで

商店会の方へ言ってくる方がありましたので、その時には対応したのですが、その中で乳児用のオ

ムツ替えの場所がないと言われた例があり、シルバー人材センターの方に協力してもらって管理棟

の中に場所を作り対応したということがありました。身障者用のトイレが広いのでそこにテーブル

でも置いて、梅まつりの時だけでも使えるよう検討していただければと思います。 

事務局 
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・その点については目が届かなかったと思います。次回に向けて考えていきます。 

委員 

・２点あります。一つ目は、観光で来てくれる方の期待に応えたいので、早く梅樹に少しでも大きく

育ってもらい花を咲かせてほしいと思っています。そこで肥料はどうしているのかお聞きしたいで

す。 

・二つ目は公園の上の方、展望台に向かって行く所などは何の柵もありません。万が一を考えて柵な

どを設置してほしいと思います。 

事務局 

・肥料についてですが、平成２９年度は下草を刈って周りに置き肥料代わりにする手法を取っていま

した。このことについては今後の課題としていきたいと思います。 

・東屋付近にロープ、安全柵がもっと必要ではないかとの指摘ですが、せっかく来ていただいた中で

事故等があっては本末転倒なのでその辺必要な対策を取っていきたいと思います。 

委員 

・肥料のことは、今日専門家がここにもいるので、市の方も専門家に相談しながら、梅の再生のため

に早く咲かせるような姿勢を見せていただきたいと思います。 

委員 

・梅の生産ということで言えば、梅専用の肥料はあります。 

委員 

・梅の公園は山なので、まず土を作らなければいけない。長い目で見てほしいと思います。柔らかい

土のところで世話を一生懸命やった畑の梅はよく育っています。公園の土は堅いので、今日の明日

というわけにはいかないです。最低５年は見ていただきたいと思います。 

委員 

・まず木を大きくするのが大切だと思います。そのために肥料をやると木は大きくなりますが、花は

つきにくくなります。木をいじめればいじめるほど花はつきますが、大きくはなりません。どちら

が大事かというと植えたばかりのものに花を咲かせるより木を作っていくことが大事です。もちろ

ん肥料も必要です。 

委員 

・多くの方に観光に来てもらいたいので花のことを言いましたが、専門家の御意見はよくわかりまし

た。 

委員 

・少しでも一年でも早くいい花が咲くような方法を取らないと再生が遅れてしまいます。それが心配

です。 
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委員 

・肥料と早く咲くこととは相関関係があるのでしょうか。気候と品種が大きいように思うのですが。 

委員 

・同じ品種で比べた時にどうなるかでお話しています。窒素分を多くやればそれだけ木は大きくなり

ますが、花は付きにくくなるということです。 

委員 

・梅の公園の中の剪定をシルバー人材センターの人に頼んでいるというような話を聞いたのですが、

どうなのでしょうか。 

事務局 

・過去は別として、再植栽後の剪定は造園業者にお願いしています。 

委員 

・梅の公園の中でだいぶ山が崩れている所があります。そこには根の張る植物を植えるのはどうかと

いう意見が商店会の中でありました。その辺の対策として何かありますか。 

事務局 

・梅樹の全伐の後、猪に荒らされている場所もあり、そのままにはできないと考えています。今まで

は再植栽を優先してきましたが、平成３０年度からの施設整備の中で対策を取ってまいりたいと考

えています。 

委員 

・平成３０年度に植える梅は２０１本とありますが、福島県からのものは別にして、育苗地がすべて

稲城市になっていますが、同じ圃場での育成なのでしょうか。また苗木は何年生のものなのでしょ

うか。 

事務局 

・植樹表の中の品種名１２０番から１３１番までの６０本は２年生の木です。その他の６１本は、当

初茨城県石岡市にあった苗で、その一部は農家用として日高市の圃場へ行っていますが、公園分は

稲城市の圃場へ移植し育てているものです。 

(6) 平成２９年度「吉野梅郷梅まつり」実施結果について 
事務局 

〇資料６について説明した。（※省略） 

委員 

・梅まつりのことですが、期間中の土・日に主催者側の人がいないため、観光客は商店会の方に問い

合せてきてしまいます。知っていることは答えていますが、もし間違ったことを伝えて問題になっ

ても困るので、１人でいいので主催者側の人にいてほしいと思います。 
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・梅の公園に寄付者芳名板が新しくできていますが、それを見た人が「なぜ地元の名前がないのか」

「寄付をしていないのか」と商店会のほうに言ってきました。話はしておきますと答えたので、承

知しておいていただきたいです。 

事務局 

・梅まつりの主催者は、青梅市観光協会、吉野梅郷観光協会、青梅市の３者でやっております。人出

のある土日のイベント時の対応については、来年度に向けて３者で協議させていただきたいと思い

ます。 

事務局 

・寄付者芳名板についてですが、芳名板の説明文にもありますように１０万円以上の御寄付で、御

本人様の承諾をいただいた方のみを載せております。地元の方にも御寄付いただいておりますが、

匿名でという方もおられます。 

委員 

・私の感覚ですが、去年はイベント時の人出が多かったと思いますが、今年は平日にもお客さんがい

ました。来年度はもっと４万人、５万人と人出があればと思います。また観梅客から、ガイドの人

がいてくれればいいのにとのお話がありました。 

・今年はテレビの放映がどの程度あったのか教えてください。 

事務局 

・梅の公園に１千本近くの梅が植わってきた中で、ガイドボランティアについては、先だって講習会

を開催いたしました。今後協議をさせていただきますが、来年はガイドボランティアを復活できれ

ばと考えているところです。 

・今年はテレビの全国放送はありませんでした。ＮＨＫの放送などはＰＲの効果が高いので、その辺

は来年に向けての課題だと思っております。 

委員 

・観梅客の何人かに、最初に植えた１番の木はどれなのかと聞かれました。植樹式の時にいましたの

で、最初の６本を植栽した場所に案内しましたが、その木に表示をしてもらうことは可能でしょう

か。 

副委員長 

・はじめての記念で植えられた梅樹で思い入れもあるので、メモリアルな木としての表示をぜひお願

いしたいです。 

委員 

・先日多摩ケーブルネットワークの取材を受けた時に、インタビューで一昨年の１１月２３日の植樹

式で植えられた６本のうちのナンバー１番の木ということで紹介させていただきましたが、私も何

か表示があればと思いました。 
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事務局 

・その辺は来年に向けて考えていきたいと思います。 

３ 協議事項 

(1) 梅の里再生・復興プラン 平成３０年度版（案）について 

事務局 

〇資料７について説明した。（※省略） 

委員 

・農業分野で梅の収穫量を平成３１年度４トン、平成３２年度８トンと目標値を掲げています。農家

もたくさんの収穫を楽しみにしていますが、収穫したものは例えば自家用に使うとかＪＡの直売所

に出すことも考えられますが、収穫量の数字の積み上げはどんな風に考えているのでしょうか。 

事務局 

・その辺は、地元の農家さんの意見を聞きながら方法を考えていきたいと思います。 

委員 

・平成３０年度の観光分野の関連でお聞きします。先日、青梅市観光協会、吉野梅郷観光協会、梅の

里づくり実行委員会で、筑波山梅林へ視察に行ってきました。そこはかなり力を入れている梅園で

したが、その中で筑波山神社の御祈祷による縁結びのパワースポットとして「福来（ふくれ）梅の

木」という名の梅樹がありました。青梅にも以前には鎌倉の梅や岩割の梅と言った名木があったの

ですから、新たな名木を作るというような市民の関心を引き出すような平成３０年度の施策がある

のかお聞きしたいです。 

副委員長 

・私も参加しました。筑波山の南斜面にある梅林で、岩の間に梅の木が配置されていて坂道を登って

いかなければならないのですが、山の上の東屋には車イスの観光客がおり、見ると緩やかなスロー

プの木道が整備されていて見る人の立場にたっているなと感じました。また、梅の木の枝が見やす

い高さに整えられていました。 

委員 

・私も参加させていただいたのですが、やはり青梅と比較してしまいます。岩とのバランスで梅が植

えてあり、実梅が多くて花梅は少ないようです。足元が悪いので、高齢者には向かないかなと思い

ました。また、梅の木の幹が真っ白になるほど何かついていて、まだ若い木なのにと感じました。

一方、駐車場がたくさんありました。青梅も駐車場がほしいですね。 

事務局 

・今までまず梅樹を植えていくことを優先してきました。今後は委員会の皆さんの知恵をお借りしな

がら、市民の意見も活用していくことが観光につながると思いますので、平成３０年度の事業とい

うことでなく、木の成長とともに観光客にも楽しんでいただけるような形を推進委員さんを含めて

共に考えていきたいと思います。 
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・バリアフリーは、梅の公園の地形を考えると難しいところがあり、平成３０年度に中道梅園の整備

を行います。トイレの洋式化や障害者用の駐車場の整備などを計画しています。また自由に入れる

ような園路の整備も考えています。 

副委員長 

・先日の視察の時に出た意見ですが、梅の木のオーナー制度をやったらどうかという話が出ました。

花を楽しんで、実を取ってと２回来てもらえますし、自分が植えたという愛着も生まれます。観光

客誘致に繋がると思うので、検討課題として考えていただきたいと思います。 

委員 

・梅の公園に植えた梅樹の中には実の成るものがかなりありますが、成った実はそのままにしておく

予定でしょうか。 

事務局 

・まだ木はそれ程大きくないので良いのですが、実梅はかなりあるので、今後何らかの事を考えてい

く必要があると思います。斜面が多いことも考慮して検討していきます。 

委員 

・先ほどのオーナー制度の意見は、梅の公園だけの事ではなく、柚木から畑中までの広い範囲で考え

ていますので、公園限定でなく聞いていただければと思います。 

事務局 

・この先梅の公園だけでなく植えられるところが出てくれば、稲城市で育成している５年生の苗もあ

りますので、それが植えられればと考えています。そういった中で今後の方向性を模索できればと

思います。 

委員 

・平成３０年度の重点事業の中の共通分野にあるウメ輪紋ウイルスの根絶関連でお聞きします。平成

２１年にウイルス感染が発生してから、植物の移動制限がかかっていたと思いますが、最近その内

容が変わったのでしょうか。桃の花の切り枝などは穂木として使い物にならないから、持ち出して

もいいという話を聞きました。 

事務局 

・農林水産省横浜植物防疫所に確認したところ、平成３０年１月３１日付で取り扱いが変更になって

おり、観賞用の切り枝、切り花の持ち出しが可能になったとのことです。 

委員 

・先程、名木に名前を付けてＰＲするというお話がありましたが、梅の公園の各ゾーンや東屋にも名

前を付けるとＰＲになりますし、ルート作りにも役に立つと思います。 

・車イスの方が中央口から入って日本庭園に寄った場合、帰りに天澤院側の方に行こうとすると抜け

ることができません。そこは通れるといいなと思いました。 
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委員長 

・色々な御意見をいただいていますが、良い事なので、再生・復興プランには載っていませんがぜひ

どこかの記録に残していただき役立てていただきたいと思います。 

委員 

・ウメ輪紋ウイルスの調査で、今実生苗を植えて調査していますが、何か所くらいで行っているので

しょうか。 

事務局 

・強化対策地区１、２で４０か所御協力いただいていますが、今年度は地区３が加わりますので全部

で６０か所となります。 

委員 

・ここで新しく実生苗を植え直して調査すると聞いていますが、ウイルスの潜伏期間は３年あると言

われている中で、素人考えですが前に植えた実生苗を取ってしまうのが疑問です。 

事務局 

・既存樹の悉皆調査と合わせて、１年生の実生苗を１年ごとに植え替えて感染状況調査を行うことに

より、二つの観点からその地域の感染状況を追跡する手法をとっています。 

(2) 平成２９年度地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の活用について 

事務局 

〇資料８について説明した。（※省略） 

特になし 

４ その他 

事務局 

・前回の委員会の中で、梅を伐採した農地のうちで再植栽がされていない所がどのくらいあるのかと

の御質問がありましたが、昨年農業委員会と都市計画課で９月から１０月にかけて調査を行った結

果から把握したところでは、梅郷・和田町地区にある農地４２２筆のうち２筆で植栽されていない

ことを確認しています。 

事務局 

・前回の委員会で、全国梅サミットが来年青梅市で開催される旨御報告いたしましたが、開催日程に

ついて、平成３１年２月８日（金）から９日（土）で調整をしております。また内容等がわかりま

したら御報告させていただきます。 

副委員長 

・本日は長時間にわたり、忌憚のない貴重な御意見をたくさんいただきありがとうございました。今

日いただいた御意見は、来年の梅まつりや農家さんの梅の収穫など色々なことに繋がっていくと思
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いますので、そういう意味で有意義な会議ができましたことを感謝申し上げます。 


