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第１７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 12 月 25 日（火）15：00～16：40 

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、福島委員、石川（清）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 12 名 

１ あいさつ 

２ 報告事項 

(1) 平成３０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３０年度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） 

 (3) 梅の里再生事業に係わる寄付等の状況について（資料３） 

（4）国道４１１号（日向和田駅前）の植樹ますへの植栽について（資料４）

（5）農地へのウメ再植栽について（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) 吉野梅郷梅まつり実施計画について（資料７）

（8）平成３０年度再植栽予定一覧                （平成３０年１２月２０日現在）
担当課 植栽場所 植栽樹数 植栽時期 

公園緑地課 梅の公園 257本（枯木植替 28本） 1月～2月

商工観光課 中道梅園 5本 1月

農林水産課 農家 24人より申込あり 243本 1月

梅の里再生担当 国道 411号植樹ます 7本 1月

観光協会
オープンガーデン

（７か所、うち新規３か所）
22本 12月

都農業振興事務所 ジョイント試験圃場・２圃場 枯木植替え 56本 １月

計 534本＋都 56本

３ その他 

(1) 第２４回全国梅サミットの開催について

・期日 平成３１年２月８日（金）～９日（土）

・内容 ８日（金） サミット開催（テーマ「再発見・梅の魅力」）、記念講演会

９日（土） 記念植樹（梅の公園）
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配布資料 (資料１）平成３０年度強化対策地区内感染状況調査結果等について
(資料２）平成３０年度ウメ輪紋ウイルスに関する対策検討会（概要）
(資料３）梅の里再生事業に係わる寄付等の状況について
(資料４）国道４１１号（日向和田駅前）の植樹ますへの植栽について 
(資料５）農地へのウメ再植栽について
(資料６‐１）梅の公園梅樹植栽工事等の概要（平成３０年度） 
(資料６‐２）植栽計画平面図（平成３０年度）
(資料７）吉野梅郷梅まつり実施計画

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。１２月１１日に農林水産

省において平成３０年度「ウメ輪紋ウイルスに関する対策検討会」が開催されました。本市におい

ては、昨年の会議で強化対策地区の拡大が認められ、行政、地域、関係機関が一丸となり、強力に

対策を進めてきました。その取組結果が、今年の「対策検討会」において評価され、強化対策地区

１・２への再植栽を認める判断が示されました。 

・本日は、強化対策の取組み結果や国の対策検討会の内容と合わせて、今後の農地や梅の公園、中道

梅園などへの再植栽、また施設整備についての御報告をさせていただきます。また、梅の里再生事

業に御賛同いただいた個人、団体、企業の方々から多くの御寄付が寄せられていることや、来春の

「吉野梅郷梅まつり」についての報告も後ほど担当からあります。 

・本市の梅の里再生・復興事業が、多くの方々から御支持、御支援をいただいているのも、委員の皆

様の御尽力の賜物と感謝いたしております。今後もなお一層の御指導、御協力をいただきますよう

お願い申し上げます。 

委員長 

・師走の大変押し迫ったお忙しいところ、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。梅もあれから十年ということになりまして、市長さんからお話があった通り、昨年は強

化対策地区１が引き続き植栽可能となり、今年は地区２がどうなるかということだったのですが、

先日開催されました国の対策検討会において「認める」ということになりましたので、地区２への

植栽が可能になったということでございます。 

・梅の里再生計画推進委員会につきましては、５年くらい前にでき、１７回という数を数えて、再生

計画等皆様方の御意見をいただきながら進めてきたわけですけれども、「いくら計画を作ってもい

つ植えられるようになるのか」ということがどうしても先に立ってしまっていくなかで、やっとだ

んだんと植えられるようになってきたということでございます。しかしながら、強化対策地区１・

２は植えられますが、まだまだ防除区域の解除は先なのかなと感じております。少しずつでも植え

て、梅の里が少しでも早く再生できるよう、皆さん方のご意見を聞きながら、梅の里の早期復活を

願い、この会議を進めていけばいいのかなと思っております。 

・本日は先週の１９日に対策連絡会がありまして、その時にもいろいろとお話を伺いましたが、今日

はそういう内容も踏まえまして、再植栽や今後の梅の公園のことなど、また皆さん方に御協議をい



3 

ただくことになりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、慎重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３０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） 

（調査結果） 

地区１：８園地９本 

地区２：１５園地１５本 

地区３：３２園地５２本 

委員 

・３回の調査において感染樹が７６本とあるが、検査した樹木の総本数はどのくらいですか。 

事務局 

・まず強化対策地区内にどれくらいの対象樹があるかといいますと、強化対策地区１では約４８００

本、強化対策地区２では約１４００本、強化対策地区３では約１７００本です。合計しますと、約

７９００本の対象樹を調査しています。 

委員 

・強化対策地区１では対象が約４８００本で、感染確認できたのが９本ということですが、何か特徴

はありますか。例えば、昔からある庭木だったというような共通性は。 

事務局 

・強化対策地区１だけを見ますと、この９本のうち、ウメは１本だけです。残りは、サクランボ、ユ

スラウメ、スモモといったウメ以外のものが感染していたというのが大きな特徴です。最近は庭木

が多いです。 

委員 

・かなり潜伏期間が長くて、以前にかかったものがここで発症、発見されたということでしょうか。 

事務局 

・と思われます。農林水産省の話では、おおむね３年程度の潜伏期間があって感染が出てくるという

ことですので、少し前に感染したものがここで現れてきたのではないかと考えられます。 

(2) 平成３０年度ウメ輪紋ウイルスに関する対策検討会（概要）について

事務局 
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〇資料２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付等の状況について 

事務局 

〇資料３について説明した。（※省略） 

特になし 

(4) 国道４１１号（日向和田駅前）の植樹ますへの植栽について
事務局 

〇資料４について説明した。（※省略） 

委員 

・資料の植樹ます位置図の下方のますは、５，６，７と３つになっていますが、確か４つますがある

と思います。 

事務局 

・５，６，７と書いてあるところの右側に、実はもう一つますがあります。今、委員が仰ったとおり

そこも空いていますので、西多摩建設事務所へ最初の要望として、８ますすべてに街路樹として梅

を植えさせてくださいという話を持っていきました。向こうでそれを検討した結果、実はその７の

右側にある植樹ますの近くには信号機が近接してあり、安全管理上、この植樹ますには植栽は認め

られないという回答があり、やむなく諦めざるを得なかったということです。 

(5) 農地へのウメ再植栽について
事務局 

〇資料５について説明した。（※省略） 

委員 

・希望調査をされたのが秋口で、その時には植栽の可否が明らかでない状況だったわけですよね。今

は明らかになって、それなら植えてみようかという農家の方もいらっしゃる可能性があるんじゃな

いでしょうか。そこに残本数が示されていますが、日高には７００本を超える本数がまだあるわけ

ですので、一日も早く動かさないと動かせなくなってしまうかもしれないので、できるだけ早いう

ちに多くの希望を吸い上げてくるという努力をしてほしいと思いますがいかがでしょうか。 

事務局 

・意向調査を行ってからだいぶ時間がたっているところです。また、日高市の圃場の残本数も先ほど

説明した通り、７００本強ある状況です。現在、追加の希望もあるということを伺っておりますの

で、西東京農協さんに御協力いただき、地区の農家さんに梅の再植栽の追加希望をとっていただい

ています。現在の資料に比べまして、本数については増加が見込まれると考えております。 
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委員 

・９０名の農家さんがいるという中で、今回２４農家さんが植えられるようですが、既に植えたから

もういいよという人が多いのか、それとも植えられない事情のある人が多いのか、その辺の数の分

析はどうですか。 

事務局 

・９０名の農家さんがいるということで説明しましたが、内訳は強化対策地区１で７４名、強化対策

地区２で１６名ということです。その中でも、強化対策地区１については、すでに再植栽をされて

いる方が多数となっています。新たに再植栽できるようになりました強化対策地区２の方について

も、再植栽したいということで回答をいただいているところですが、９０名の農家さんのうち、地

区１で既に再植栽されている方が多いので、これ以上増やせないということではないのかなと思い

ます。 

委員長 

・１６農家のうち９農家が再植栽を希望しているということですね。まだ増える可能性はあるという

ことでしょうか。 

委員 

・先ほど委員長のお話にもありましたようにもう１０年経っています。すぐ植えられる状況になった

ら植えたのでしょうけれども、この１０年の間に相当高齢化が進んでしまったというのは否めない

事実だろうと思います。ただ、他のものより梅の生産は、比較的労力のかからない、収穫まで花が

咲いてから３か月で出荷できるという果樹は他にないですから、できるだけ、お年を召された方で

も、畑を維持していくという意味も含めて、やっぱり積極的に声掛けをやっていただきたいと思い

ます。そうしませんといつまでたっても、植えるという状況は生まれてこないと思います。我々も

努力しなければいけない所はありますけれども、行政としても積極的な対応をお願いできればと思

います。 

事務局 

・なかなか先が見えない期間がずっとあったという中で、やっとここで強化対策地区に植えられるよ

うな状況が出てきたというところです。先ほど担当のほうからもお話があったように意向調査はし

ておりますが、さらにどういう形で積極的に植えていただくことができるかという中で、農協さん

とももう少しきちんと連携してやりましょうというお話と、強化対策地区以外で植えられる地域と

して、通常の防除区域から昨年度解除された富岡地区もございます。そこにも農地は当然あります

ので、そういったところへの働きかけについても、農協さん等と連携して進めていかないと、先ほ

ど委員さんも仰ったとおりで、まだこれだけの数が残っていますので、この時期を逃さずぜひＰＲ

していきたいと思います。逆に委員さんの方でこんな所もあるなど情報があれば、こちらの方にも

お伝えただければと思っています。 

委員 

・委員が言うように、今は農家を対象にしていますけれども、梅郷地区全体、あるいは青梅市全体の

梅の再生という大きなとらえ方をするならば、農家だけに植えるのではなく、まだ７００本もある
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ということですから、こういうところに植えたらどうかという希望があった時に、農家という形に

限定しないで植えていってもいいんじゃないかと思いますが、その辺はどうでしょうか。 

事務局 

・去年で言いますと、農家さんと梅の公園以外で、神代橋通りの街路樹、公園緑地課の管理する周辺

の公園・児童遊園や西中学校と第五小学校にも、我々が管理できる敷地には植えていきましょうと

いうことで、農地に植えるばかりでなく、そういうところにも視野を広げて植え始めています。ま

た、今申し上げた富岡とか御岳山とかは緊急防除地域から外れておりますので、そういったところ

に目を向けることも必要かなと思っております。皆様から御指摘いただいている通り、なるべく視

野を広げて植えていく努力は続けたいと思いますのでよろしくお願いします。 

委員 

・１年目の再植栽の時に植えて根付かなかった苗をそのままにしている農地がありますが、これから

の対策として何かありますか。梅の木が枯れたまま残っていて、そこに管理番号が付いているわけ

です。それをそのままにしていくのか、今後どのような形の対策を取っていくのでしょうか。 

事務局 

・枯れた木については、各農家さんの判断で、既に抜いて今回新たにオーダーをしていらっしゃる方

もいますが、いま委員が仰ったとおり、そのままにされている方もあります。中には、レアケース

ですけれども、主となる幹の脇から芽が新たに出てきて、これを育てられないかと考えている方も

いるようです。６００円出して買っていただき、皆様方の木として育てていらっしゃいますので、

こちらが強引にお願いすることもできませんが、ただこちらとしては、なるべく枯れたものは所有

者の方でまず処分をしていただいて、来年また購入の御希望を担当課から聞かせていただきますの

で、入れ替えをしていただきたいというのが希望です。 

委員長 

・枯れた木をそのままにしている農家には、苗の購入の意向調査をしたんですか。 

事務局 

・今まで植えられた方も含めて、今回さらに苗木購入いかがですかと希望を取っておりますので、そ

の所有者の方が枯れたものを入れ替えたいということであれば、当然今回の２４農家さんのうちの

一人として注文されていると思います。中には、手が回らなくて枯れたものを処分しきれないとい

う農家さんもいるので、なるべく我々としては、そういった方とはお話しをして、枯れたものにつ

いては入れ替えをお願いしますということで説明をさせていただきたいという風には考えており

ます。 

委員長 

・説明会に１３名の出席ということですが、通知は何人くらいに出したのでしょうか。 

事務局 

・開催通知は、再植栽の希望を出された２４名の方全員に出しております。 
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委員長 

・欠席された再植栽希望の農家には説明会の内容のお知らせは別途してあるのでしょうか。 

委員 

・私もその対象の一人なんですけど、直ぐにいただいております。 

(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 

・梅の公園の梅を伐採したとき、私の記憶では１２６６本あったと記憶しています。今の説明で、今

年度中に実本数が１１６８本になる予定ということで、大体１２００本くらいとは以前からお聞き

していましたが、今後の植栽の予定を教えていただければありがたいです。 

事務局 

・今回もう少し植えたいという所もありましたが、具体的にはしだれの滝、この部分の枝垂れ梅がな

かなか確保できていない状態です。観光協会のほうでもいろいろ手を尽くして梅の木を探していら

っしゃると思いますけれども、やはり全体的に、花梅の作り置きがなかなかない状態です。特にし

だれの滝の部分について、やはり白いものという考え方がありますので、それを確保するためにい

ろいろやっておりますがなかなか思うように進まない状況です。今後はそういった所の確保に向け

て動いていきたいという風に思っております。基本的には、１２００本という線が、計画の数値と

して出てくるかなと考えています。 

委員 

・先ほどロウバイを切ると言っていましたけれども、どの辺でしょうか。というのは、梅の花が咲く

のが遅くなったときに、結構ロウバイを見ていかれるんですね。ですから、例えば管理棟の近くの

ロウバイを切るのであれば、それはちょっとマイナスになるかなという風に思います。梅の花が早

く咲けばいいんですが、ロウバイの方が少し早く咲き出していますから、梅が咲く前にお客さんが

来た時にロウバイを見ていかれるというのがありますので、どの辺の木を切るのか、何本くらい切

るのか、わかれば教えてほしい。 

事務局 

・先日、地元の詳しい方のほうに御相談に伺って、そこのロウバイを切るのは、全体の量からしても

込み合っているところなのでいいのではないかというようなお話をいただいております。私どもの

見立てだけでなくて、詳しい方に相談した上で考えておりまして、例えばしだれの滝から下に降り

てきた園路の所であるとか、東側の高台のほうであるとか、そういった所の込み合ってる部分を考

えています。 

委員 

・込み合ったところに梅の木を植えるということですか。 
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事務局 

・込み合ったロウバイを切ったその奥に植えることを考えています。全体的な植栽計画の中で植えて

いこうと思っておりますので、梅の花が咲いたときに支障になってくるものがあると考えています。

現在、梅の公園には約２６０本ロウバイがありますが、やはりそのあたりは多少整理をしながら梅

の花のほうを優先させていきたいと思っています。 

委員 

・私は梅の里づくり実行委員の一人ですけれども、梅が伐採されてなくなってしまって、再度梅郷を

訪ねてくれる人たちに花が何もないのはということで、当実行委員会では、３００本ばかり古里の

方からロウバイを持ってきて、自治会長さんの協力のもと梅郷全体に植えたわけです。ですから本

来我々の会から言うと、梅がどんどん復活して再植栽されるならば、ロウバイの役割はある程度は

果たしてくれたと捉えられるわけです。ですが、その中でやはり残した方がいいと委員が言うよう

に、早春から訪ねてくださる人たちのすこしでも憩いの花になればいいという意味での部分だけは

残して、梅の市ですから、我々の会としては梅が植えられればそれに代えていっていいんじゃない

かと思っております。 

事務局 

・ロウバイも見ていただきながら梅も見ていただくと、そういう視点を私どもも持ちながら進めてま

いりたいと思います。一部については、将来的なことを考慮して少し伐採をさせていただきたいと

考えておりますので御理解いただければありがたいと思います。 

委員 

・ベンチの設置をしていただくということですが、これは新設なのか知りたいということと、樹名板

を４２５枚付けていただけるということで、以前よりも多いのではないかと思うんですけれども、

今までの９３９本植えていただいた中には樹名が間違ったのがありました。購入先でついていた名

前をそのまま付けてしまったようだったのですが、見るからに一重のものを八重と書いてあったり

というようなことがかなりありましたので、その辺のチェックはどうなっているのでしょうか。い

ったんつけてしまうと後が大変だと思います。ここでチェックしないと、ガイドも信じてしまいま

す。 

事務局 

・ベンチについてですが、今あるベンチの廃止を検討した結果、新しく設置替えとしております。た

だ今年度手がついているのは梅の公園の一部になりますので、施設整備工事はまだ来年度も続きま

す。今回は、全体の３分の１程度になるでしょうか、そのくらいのベンチの作り変えというイメー

ジでよろしいかと思います。 

・それから樹名板のほうですが、苗木、成木を確保する中で、もちろん苗木で育ててきたものははっ

きりしていると思っております。ある程度大きくなったものを購入する場合は、先方の農家さんの

品種はこれという話を聞きながら、どうなのかなという時は再度確認させてもらっております。設

置した樹名板と品種は、基本的に整合していると考えておりますが、１００パーセントと言われる

とどうかなというところは確かにございますので、そういったところにお気づきの際には私どもの

方にご指摘いただければと思います。 
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委員 

・お礼を言っておきたいと思います。今年の３月の梅まつりの時の様子として、公園の防護柵が危な

いということで対策に取り組んでほしいとお願いした所、早速予算をたててやっていただき、非常

に感謝したい。観光客のみならず、一般の人も公園に入ってくるので、梅が咲いた、梅の里が復活

したと言っても、ひとつ事故が起きてしまうと元も子もなくなってしまうと思います。そういう時

にいち早く手を打っていただくということは、市民も皆さん安心するので、こういう生命に関する、

安全に関するものを早急に取り組んでくださったということは、委員の一人として感謝申し上げて

おきたい。 

事務局 

・どうしても予算の範囲内でできる部分ということになってしまいますので、まだ十分な所までは行

ってはいないのですが、引き続き、防護柵のような安全対策も進めて参りたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

委員 

・平成３０年１２月１１日に開催されたウメ輪紋ウイルス対策検討会で、柚木町１丁目、日向和田３

丁目等に再植栽が認められました。それに基づいて、青梅市観光協会と梅の里づくり実行委員会、

オープンガーデンの所有者の協力によりまして、オープンガーデンとして今まで植えられなかった

即清寺に５本、愛宕神社に５本、加えて徳昌寺に２本、他１０本、計２２本を、立派な花梅の成木

ですが、１２月１９日から２１日の３日間かけて植栽することができました。オープンガーデンも

１２か所になりまして順調に花梅の成木が植えることができ、累計で花梅は５５本になりました。

梅の公園以外の中道梅園等のほかの観光ルートの役割を十分に果たす存在になってきています。 

委員 

・大聖院は植えないんですか。 

委員 

・既に植えてあります。前回と前々回に。 

事務局 

〇資料６－１裏面について説明した。（※省略） 

特になし 

(7) 吉野梅郷梅まつり実施計画について

事務局 

〇資料７について説明した。（※省略） 

委員 

・観梅市民まつりの３月１０日日曜日に、梅の里の再生を応援してほしいということでスペシャルゲ

ストとして小池都知事を呼んだらどうかなと思っています。観梅市民まつりに親善大使の篠原とも
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えさんが今回は参加できないということをお聞きしたこともあり、花がないので、小池都知事の都

合もありますけれども、森村都議等にお願いするなどして観梅市民まつりに花を添える企画として

都知事にアプローチしてみるのはどうかなと思います。先日の１２月２２日の土曜日、テレビ東京

が放送した番組の中で、小池都知事が原付にスイカヘルメットをかぶりまして、青梅から奥多摩、

青梅街道の赤塚不二夫会館から、神代橋通りを通りまして、西東京農協吉野支店の角を曲がって、

吉野街道沿いの櫛かんざし美術館がＰＲされている光景を見ました。青梅の宣伝効果は抜群だった

ので、小池都知事には青梅に親しみを持っていただいたような気がします。実は撮影の日に、ネッ

ト上で「小池都知事がスイカのヘルメットをかぶって青梅にきている」という情報が飛び交ってい

たと聞きました。そんなこともありまして、情報提供と共に、提案させていただきます。 

事務局 

・小池都知事ですけれども、検討してまいります。 

事務局 

・補足で、小池都知事は５月１６日水曜日の午前中にも、梅の公園に視察にきていただいております。

その際に、森村都議も御同行されていました。浜中市長がいろいろ御説明させていただいたのです

が、その際に、口頭で市長のほうから小池都知事には「３月に梅まつりがありますから是非知事も

来てください」というようなことをその場で申しておりました。実現するかどうかはわかりません

が、そういったこともあったということです。 

委員 

・梅まつりの行事を行うのともう一つ、農家さんの梅がさらにたくさん生るようにするというような

ことを考えています。何を言いたいかといいますと、清瀬市がやっているような、市役所の屋上で

職員が蜂蜜を取っている、またその蜂蜜をコンビニエンスストアのような所で売ったり、市内のケ

ーキ屋さんお菓子屋さんに分けて、清瀬の名前をＰＲしているようなことを、青梅市のほうでもそ

ういうことをする考えがあるかどうかお聞きしたい。なければないで、梅の里づくりの中には私の

ように変わった人間もいまして、農家のためになるならば、かつて農協のほうでやっていたという

のも聞いていますけれども、村おこしのためにやったらどうかという話も起きています。市の方で

屋上でミツバチを飼って蜂蜜を生産していくような考えがあるかないかだけお聞きしたい。 

委員長 

・市で養蜂をやるということですね。 

委員 

・聞いてもらえばわかると思いますが、それから新聞にも出ていましたので、銀座でも蜂蜜を作って

いるところがあります。青梅でも梅の生産を上げる意味からも、イチゴだけではなくミツバチを使

って、そういうものの生産を上げていく、そういう話が出ているのですが、その前に市のほうで計

画があるのならお聞きしたい。全くなかったらそれでいいです。 

委員 

・以前は梅部会としてやっていました。ミツバチは気温が１５度以上にならないと飛ばないのですが、

４月になると消毒が始まりますので、３月いっぱいで箱を撤収します。もしやるのであれば、お金
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をかけて手間暇をかけてやっていただかないとできません。日陰に置いたらミツバチは絶対飛びま

せんから、日向を見つけて置かなければならないので、役所でやるとなるとなかなかたいへんです。

３月は、１５度以上になる日はそんなにないですから、蜂蜜がどれだけとれるかわかりません。そ

の辺は難しいと思います。 

委員 

・難しいことは覚悟しています。埼玉県の川口市では、団塊の世代の人たちの第２ライフステージと

して、退職した人たちを秩父へ連れていって、第２の生きがいとしてミツバチを飼ったらどうかと

いうことで取り組んでいます。川口市はそういう講座を持っています。もうひとつは、あきる野で

も売っていますし、小菅の湯では小菅村の蜂蜜を売っています。その隣の丹波山村では猟師をして

いる人たちが何人かでミツバチを飼っています。お金をかけないで、自然のところから分蜂したも

のを各会員に分けてやっているようです。外来種を買ってくるのではなくて、大人しい日本ミツバ

チを飼ってもらったらどうかと思います。八ヶ岳のほうでも同様の取り組みを行っているところが

あり、女性の方もやっています。 

・そういった中で、梅の里は花もたくさん咲くし、多摩川もありますし、山もありますから、どうか

ということで話が出ています。市のほうでやる気がなければ進めたいと思っています。その確認だ

けしておきたいということです。 

事務局 

・今仰ったような具体的な計画は、今の段階ではありません。基本的にまずは、梅を植えて実がなっ

てくる、その実をどうしていくのか、今までと違った形の加工を含めて、色んなことをやっていか

なければいけないというのが第一義的にあるのかなと思っています。ただ、梅の里の再生という広

い意味の中で、「梅の実だけではない」ということに関しては、蜂蜜も一つの考え方であるかなと

思いますので、市としてできるかできないかをここで明言はできないですが、いろいろ研究して、

いわゆる６次産業化も含めて、一つの考え方として検討していきたいという所です。今現実的に何

かあるかと言われれば、現状ではないです。 

委員長 

・梅の蜂蜜ってあるのですか。 

委員 

・梅の蜂蜜はないです。 

委員 

・そんなに取れないんです。 

委員 

・清瀬は１０８キロくらい採ったということです。１００キロ以上採るのは大変らしいです。 

委員 

・ニセアカシアが咲くころは温度も上がってくるので、ミツバチはたくさん収集するのですが、梅の
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花の時期は花の周りしか飛ばないです。 

委員 

・うちでも１０年近く前ですが、ＪＡからずいぶんミツバチを持ってきて置いていただいたんですけ

れども、やはり蜜がないので花粉を取るんですね、受粉の媒介をするんです。２，３年は良かった

のですが、大きい蜂にやられてしまいまして、なかなか難しいと思いました。 

委員 

・梅まつりの実施計画の中にガイドボランティアの参加ことが書いてないのですが、日にちを限定し

て出るとは聞いています。梅の品種が前とは変わりましたから、ガイドに対する資料は、市の方か

らいつごろ出していただけるのでしょうか。ガイド自身も勉強しないと説明できないと思いますの

で、私はある程度はわかっているんですけれども、他の人たちは本数ぐらいの知識しかないと思う

ので、資料はいつ頃いただけますか。 

事務局 

・ガイドボランティアさんにつきましては、３月上旬に講習会を開催する予定です。 

委員 

・３月の上旬ではちょっと勉強の時間がない気がします。かなりの資料をいただければと思いますが。 

委員 

・梅とは直接関係ないのですが、御岳山に今度山桜を植えて、桜の山にしていこうと計画していると

いう記事が新聞に載っていたのですが、商店会としては、御岳山から梅郷に降りてくる道にも山桜

を植えてもらえればいいなと思います。梅郷の上のほうへ登っていったところに、金刀比羅さんが

あり、そこのところに大きな桜があるんですね。そういうものも一つの観光資源になるかなと思い

提案させていただきます。 

事務局 

・以前作りました「梅の里再生計画」の中に、梅の花の時期に梅の里だけということではなくて、周

辺整備も含めて通年でお客さんに訪れていただきましょうというコンセプトがあります。いま委員

がおっしゃったのがまさにそのことだと思います。何百年も前かつて御岳山は、奈良の吉野山をま

ねて桜を植えていたという記録もあり、ここで、御岳山の観光協会が山桜等をまた植えて観光客に

楽しんでいただこうという動きが出ています。ただ、どこのポイントにどういう風に何本植えると

いう計画は、私も詳細をわかっていないのですが、点ではなくて面として整備することによって、

御岳山にきていただいた方に梅郷、梅の公園の奥に降りてきていただいて、梅の里も楽しんでほし

いということで、地域の観光協会さんとも連携をしながら、梅だけに特化せず、例えば先程申し上

げましたヒガンバナであったり、他の花にも着目して、その中の一つがヤマザクラであってもいい

と思いますので、そういった整備も進めていければと思いますので、参考にさせていただきます。 

委員 

・岩割の桜も忘れないでほしい。以前、委員会の中で説明したことがあるのですが、岩を割って生え
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ている桜が梅の公園の周辺にあるわけですから守っていきたいと思っています。 

事務局 

・先ほど質問いただいた、ガイドボランティアさんの関係ですが、補足させていただきたいと思いま

す。今年度、ガイドボランティアさんを予定しておりますのが３月９日、１０日、１６日、１７日

この４日間となります。こういった中で、３月上旬に講習会を予定しているという状況でございま

す。 

委員長 

・再植栽のことですが、庭木もだいぶ切っているので、庭木の再植栽についてお聞きしたい。 

事務局 

・農林水産省の許可条件として、春秋２回の薬剤散布、年３回の徹底調査等がありますので、今のと

ころ観光、商業、農業を優先して再植栽しております。庭木につきましては、今日の時点ではすぐ

にということは申し上げられないのですが、今後また農林水産省とも協議をさせていただきながら、

再植栽の可否については考えていきたいと思っています。 

(8) 平成３０年度再植栽予定一覧           

事務局 

〇再植栽予定一覧表について説明した。（※省略） 

特になし 

３ その他 

(1) 第２４回全国梅サミットの開催について

事務局 

〇梅サミットの開催について説明した。（※省略） 

委員 

・前回の委員会で梅の里再生復興プランというのが決まっていたと思いますが、その中の来年度の目

標になりますが、植栽本数とともに、収穫も４トンぐらい目指したいという数字がありました。そ

の準備だと思ったのですが、今年の夏ごろにアンケート調査があり、そこで「どのくらい収穫でき

ましたか」という質問もあったので、その合計がわかりましたら参考のために教えていただきたい。 

事務局 

・梅の里再生復興プランの中で、収穫量４トンというのが平成３１年度の目標としてありますが、今

年度は、数百キロですね、５００キロいくかいかないかです。トンにすると０．５トン弱というの

が今年の春の梅の収穫時期の数字です。ただ、今後の梅の木の生育をよくするために、実を早い時

期に落とし、収穫しなかったという方もいらっしゃったので、もしそういったお宅でも今年から収

穫しようということであればもっと数字は伸びたと思います。 
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委員 

・わかりました。 

委員長 

・以上で、今日の梅の里再生計画推進委員会を終了します。 


