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第 26回八戸市緑の審議会議事録 

 

 

１ 日  時 ： 令和 2年 2月 25日（火）午後 2時 

 

２ 場  所 ： 八戸市庁議会第三委員会室 

 

３ 出席者 ： 

（委 員）鮎川恵理会長、秋山芳輝委員、工藤義治委員、昆 賀子委員、 

山本光一委員 

（事務局）石橋公園緑地課長、慶長管理緑化ＧＬ、山本主幹 

 

４ 次  第 ： 

  １） 開  会 

２） 報告案件 

 ①緑化推進事業について 

 ②保存樹木について 

  ア 毘沙門のイチョウについて 

  イ 保存樹木樹勢状況 

  ウ 保存樹木に対する助成制度について 

３） そ の 他 

４） 閉  会  

 

５ 配布資料 ： 

資料 1 緑化推進事業について 

資料 2－1 保存樹木指定一覧 

資料 2－2 毘沙門のイチョウについて 

資料 2－3 八戸市指定保存樹木の樹勢状況  

   資料 2－4 保存樹木に対する助成制度について 

   参考資料 1 保存樹木の指定について（概要） 

   参考資料 2 八戸市みどりの環づくり基本条例 
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６ 議  事 ： 

 

●事務局 

本日は、お忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございます。 

本日の審議会は、委員５名全員出席でございます。 

「八戸市みどりの環づくり基本条例施行規則」第９条第２項の規定によ 

り、会議が成立することをご報告申し上げます。 

次に、本日出席しております、事務局職員を紹介させていただきます。 

    都市整備部 公園緑地課長の石橋です。 

管理緑化グループの山本です。 

最後に私、 管理緑化グループリーダーの慶長です。どうぞよろしくお 

願いいたします。 

会議の前に、配布資料のご確認をお願いいたします。 

皆様のお手元にお配りしております資料は、次第、席図、資料１、資料 

２-１、２-２、２-３、２-４、参考資料１、２となっております。不足の 

資料はございませんでしょうか。 

それでは、ただ今より「第 26回八戸市緑の審議会」を開会いたします。 

開会にあたり、鮎川会長より一言ご挨拶を頂戴し、議事録の署名者を選任 

していただきまして、引き続き進行をお願いいたします。 

 

●鮎川会長 

    皆様こんにちは。前回は夏で保存樹木の視察ということで行ってまいり

ました。その中で課題となる部分がありましたので、今回の報告案件とい

うことですけれども、その課題に関連するところも事務局の方から報告い

ただくことになるかと思います。質問とか遠慮なく、私もわからないとこ

ろがありましたので事前に打ち合わせの際に質問させていただいたりとい

うことがありましたので、遠慮なく質問していただけたらと思います。 

それでは、今回の審議会の議事録の署名者２名を私から指名させていた 

だいてよろしいでしょうか。 

 

●各委員 

（異議なし） 

 

●鮎川会長 

ご異議ががないようですので、今回は工藤委員と山本委員にお願いした 

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

●工藤委員 

    はい。 
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●山本委員 

    はい。 

 

●鮎川会長 

お二方、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、早速ですが、案件に入らせていただきます。 

    まず、報告案件 ①「緑化推進事業」について、事務局から報告をお願

いします。 

 

●事務局 

それでは、報告案件１の「緑化推進事業」についてご報告いたします。 

資料１をご覧ください。 

「1 草花配布事業」としましては、２つの事業を行っております。 

まず、「①緑化支援」ですが、申請のあった町内会に対して、花壇やフラ 

ワーポットに植える一年草を配布する、緑化支援を行っております。 

令和元年度は、238の町内会へ４種類 34,072本の配布を行いました。 

また、培養土は 685袋の配布をいたしました。 

配布団体数は昨年度より 12団体増えておりますが、申請が毎年ではな 

   い団体もございます。その中で、これまで５年以上申請がなく今年度数年 

ぶりの申請があった団体が５団体、反対にこれまで続けて申請がありまし 

   たが今年度申請のなかった団体が３団体ありました。 

次に「②フラワーポットの再編」ですが、平成 23年度に行ったアンケ 

ート調査において、ポイントになる場所への FPの集中配置を希望する声 

が多くあったため、平成 25年度から、景観の改善を目的として、FPを主 

要な交差点へ移動させ設置しております。 

これまでの実績は、資料２ページにありますとおり、30年度までで 17 

箇所、今年度の実施箇所はございませんでした。 

道路・歩道の状況により、FPを設置できる交差点が多くないことや、高 

齢化に伴い、町内会での植栽の管理が難しくなってきていることもありま 

すが、今後も引き続き、機会をとらえて町内会等へ FPの再編について働 

きかけを行ってまいります。 

次に、「2 奥州菊づくり事業」ですが、奥州菊づくりを通じて、児童・ 

生徒のみどりを大切にする心を育み、市の伝統的な花である「奥州菊」に 

ついて理解と関心を深めることを目的として実施し、育てた菊は「はちの 

へ菊まつり」に出展してもらっています。 

昨年度は、大菊は１校、市民手づくり奥州菊は３校、あわせて４校の参 

加がありましたが、今年度は担当の先生の異動等により参加を見送る学校 

もありまして、大菊１校、八戸小学校のみの参加となりました。 

今年度の菊まつりは、会場をはっちとマチニワで開催し、児童が育てた 

菊花の展示のほかに、昨年に引き続き、菊づくりについて児童が詠んだ俳 
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句の展示も行いました。 

菊は八戸市民の花でもありますので、この事業に参加する学校が増え、 

菊に興味を持つ子どもたちが増えることを期待しております。 

菊づくりに関する予算は、来年度も要求しております。 

次に、３ページをご覧ください。 

「3 緑の出前講座」ですが、平成 16年 3月に策定した「八戸市緑の基本 

計画」に基づき、緑豊かな街を地域・学校等と共に作り上げていくため 

に、樹木や草花などの「緑」についての情報や知識を習得してもらうこと 

を目的として実施し、平成 25年度からは、講師を派遣するという現在の 

スタイルで行っております。平成 26年度からは菊づくり参加校も対象と 

しております。 

今年度は、町内会、菊づくり参加校、花壇コンクール参加団体からの申 

請により派遣いたしました。 

計 16回の開催で延べ 386名が受講しました。 

昨年度に比べて受講者数が大幅に減っておりますが、その理由としまし 

て、例年、５月に行われております県立八戸中央高校の生徒と地域住民の 

方々による類家緑地への花苗の植栽活動の場に講師を派遣しております 

が、今年度は雨天のため中止となりました。その結果、大きく受講者数の 

減となっております。 

出前講座開催の内訳としましては、町内会は７回で 84名、小中学校は 

９回で延べ 302名の受講でございます。 

    小中学校９回のうち６回は菊づくり参加の八戸小学校での開催です。 

もともと八戸小学校では、地域のボランティアの支援を受けて菊づくり 

を行っておりましたが、29年度からはその方々が続けることができないと

いうことで、この出前講座を活用してもらっております。 

八戸小学校では、大菊を育てておりまして、定植・摘芯から、輪台か 

け・輪台はずしまでと計６回、講師の指導を受けながら菊を育てました。 

次に、「4「緑と花」花壇・作文・図画コンクール」ですが、緑化思想の 

普及啓発をはかり、緑と花に囲まれた住みよい生活環境を作るため、昭 

和 47年から実施し、市と八戸市を緑にする会が共催で行っております。 

令和元年度の応募実績といたしましては、花壇コンクール には、団体の 

部が 28団体、個人の部は 6点の応募がありました。 

作文コンクール については、小学校の部は９校から 12点、中学校の部 

は９校から 32点、図画の部は 22校から 144点の応募をいただきました。 

入賞者は、秋の八戸市緑化大会で表彰し、入賞作品を、はちのへ菊まつ 

り開催期間中に、はっちに展示いたしました。 

また、作文・図画コンクールの入賞作品については、文集「緑と花」と 

してまとめ、市内の小中学校等へ毎年配布しております。 

緑化推進事業につきましては、以上でございます。 
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●鮎川会長 

ありがとうございました。 

只今、事務局から、「緑化推進事業」について報告がありましたが、これ 

に対して、ご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

 

●各委員 

    （意見等なし） 

 

●鮎川会長 

    それでは、ご意見ご質問がないようですので「緑化推進事業」については 

これで終了したいと思います。 

    次に、報告案件「保存樹木について」に移ります。 

まず、「毘沙門のイチョウ」について、事務局から報告をお願いしま 

す。 

 

●事務局  

それでは、資料２－１「保存樹木指定一覧」をまずはご覧ください。 

指定番号第１号から第 34号まで、これまでの指定本数は 40本、解除本 

数５本、現存本数 35本でございます。 

昨年８月に皆様に現地視察していただいたものには、右側に丸印をつけ 

ております。この中の指定番号第６号、毘沙門のイチョウについてご説明い 

たします。資料２-２をご覧ください。 

平成 21年２月 19日指定の田向三丁目、毘沙門公園内にあるイチョウで 

すけれども、平成 29 年度までは八戸市田向土地区画整理組合が管理してお 

り、区画整理事業の完了後、平成 30年度からは、毘沙門公園の公園施設と 

して八戸市が管理しております。 

平成 28年度に樹勢衰退の根本的な原因がナラタケ菌による腐朽であるこ 

とが分かってから、田向土地区画整理組合が、ナラタケ病の治療や土壌改良 

等の養生管理を行って参りましたが、市も引き続き同様の治療や土壌改良 

を行い、今年度も実施しております。 

９月 20日には、樹木医による公開樹木診断も実施いたしました。 

今年度のイチョウの状況ですけれども、幹の北西部側は、活動根が多く再 

生し、葉は大きく濃い緑色となり、枝葉の生育も活発になっています。実に 

ついては、昨年度より数が増え、大きさも大きくなっています。この部分の 

枝は昨年度に比べ 50cmから１ｍ程伸びており、活発な成長が見られました。 

一方、活動根が少ない南東部側は、葉の色が薄く、葉の大きさも小さく、 

回復は見られない状況です。 

総合的には、治療の効果により回復の方向に向かっており、南側と上部 

1/3の再生は難しいものの、残る 2/3が新しい樹形となっていくと思われま 

す。 
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いずれにせよ、まだイチョウの木が病気と闘っている状況にあり、中心部 

直下に存在するナラタケ菌の繁殖を抑えられるかが課題となっています。 

今後の養生管理についてですが、引続きナラタケ病の治療及び土壌改良 

等の養生管理を行っていくこととし、必要経費を令和 2年度当初予算に要 

求しております。 

毘沙門のイチョウについては、以上でございます。 

 

●鮎川会長 

ありがとうございました。 

これに対して、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

    この予算はどれくらいの金額を確保されているのでしょうか。 

 

●事務局 

    100万です。 

 

●鮎川会長 

    例年、28年くらいから 100万円？ 

 

●事務局 

    区画整理組合の方がそれくらいの予算をかけてやってきていたので、30 

年度から市が管理で、市も 30年度は 200万くらいかけてやりました。樹木 

医と相談をして 31年度は半分で 100万ということでやりました。 

 

●山本委員 

  イチョウのちょうど中心部分の下に、まだナラタケ菌が残っているとい 

うことなんですけど、これについては 100万円だと足りないと思うんです 

が。 

 

●事務局 

周りを掘って、ナラタケ菌を回収して、その時にどの分まで下に手を入 

れられるかというのが樹木医の先生も今悩んでいるところのようで、その 

方法が見えてくれば、また予算取りは考えなければならないと思うんです 

けれども、今できる状態は、直下に本格的に手を入れるところまではでき 

ないので、周囲 360度の部分でナラタケ菌の除去とか土壌改良をやった成 

果でどこまでいけるかというところかと思います。 

 

●山本委員 

この毘沙門のイチョウを実から育てた樹木をあそこに植えてるんですが、 

   毘沙門のイチョウ側の木が枯れてますか。片方は樹勢がいいんですけど。 
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●事務局 

    １本、木に近い方のものが状態が良くないということで、枯れたかなとい 

うようになって、それを別なものに植え替えたんですけど、それでうまくも 

う１本と同じように育っていけばいいなと思いながら見ているところです。 

 

●事務局 

    今ある毘沙門の木に接ぎ木を何本が施してるようですけども、良い部分 

悪い部分とあって、何本かは新しい根っこがつきづらいかなと。 

 

●山本委員 

    階上の銀杏木窪のイチョウ、樹齢 1,000年くらいの大きい木があるんで 

すけど、あそこの幹も倒れてるんですね、一部分が。倒れたのに、また芽が 

たくさん出てきてすごく勢いがいい。ナラタケ菌ではないかもしれないん 

ですが、参考になる。倒れた木の根の方に栄養剤を注したりしていました。 

イチョウの木は非常に強いと言われてますけど。 

 

●事務局 

    例年、周りを掘って、ナラタケ菌に侵されてスポンジ状にコルクみたいに 

なってしまった部分、明らかに駄目な部分は切って除去して、中央部分に向 

かって差し込んで消毒する作業を毎年行ってます。直下まで人が入って掘 

り切れないので、なるべく根っこの方を削ぎ落とすような感じで根をある 

程度出しておいて、その直下に突き刺して、そこから薬液注入して除菌作業 

をやって、また土を埋め戻して、という作業を繰り返している状態というこ 

とです。樹勢がいい部分は根の状態も良くはなっていると言うんですけど、 

悪い部分は期待が持てるかな、ギリギリかなという診断を先生からいただ 

いてます。 

 

●鮎川会長 

    他にご質問はございませんでしょうか。 

それでは「毘沙門のイチョウ」についてはこれで終了したいと思いま 

す。 

続きまして、報告案件②のイ「保存樹木樹勢状況」について、工藤委員 

から報告をお願いいたします。 

 

●工藤委員 

前回、皆さんと歩いた時の前あたりに調査している結果なんですが、良 

くない方だけを報告させていただきます。 

第６号の毘沙門のイチョウは、先程の報告の通り、樹木医会の判断と私 

の判断と少し違う部分はあるんですけれども、素人目に見てもあまりよろ 

しくない、というのはその通りじゃないかなと思います。 



8 

第４号エドヒガンは、見た目はいいんですけど、幹の空洞がかなり空いて 

ますので、風当たりがまだ強くないという部分では即倒れる心配はないと 

思うんですけど、通常の樹木としては非常に危険状態に入ってくる状態か 

なと思います。 

第８号ヤマボウシですが、これは即、危険だというわけではないんです 

が、頭部の方の葉の状況がよろしくないということで、近くの木の伐採とか 

土壌改良とかしてますので、いずれ、少しずつ結果が出てくればいいなと思 

って、様子見かなと思っております。多分来年度、治療の結果が出てくるの 

ではないかと期待しているところです。 

第 15号のイヌザクラは、少しずつ枯れ枝が増えてるかなと、気にはして 

います。この木も根元から上が枯れが激しいということで、かといって治 

療して葉が増えると風当たりが強くなって倒れるのではないかという心配 

もありますし、なかなかにっちもさっちもという状態です。 

第 26-1号のブナ、こちらも樹形崩壊という形で、片方は完全に枯れてお 

ります。根元に大きな洞が出てますので、風当たりが悪ければそのまま折れ 

る可能性が高いかなと思っております。どちらにしろ、大変そうだなという 

感じがしております。 

同じく、非常に危険というのに関して言うと、第 30号キハダです。割れ 

がもう大きく入っておりまして、ここ２、３年が山かなという感じで見てお 

ります。中に空洞があり、それを囲っている周りが裂け始めていますので、 

風が強い時に倒れる可能性があるかなと見ております。対応策としては方杖 

をつく方法もあるんですけど、木自体も大きいので、かなり予算をかけない 

とならないんじゃないか。元々大きい空洞が空いてますので、どれだけ効果 

があるか疑問な部分なんですが、なかなか予算化は難しいと思いますので、 

様子見かというところです。以上です。 

 

●鮎川会長 

ありがとうございました。 

ご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

 

●山本委員 

イヌザクラについてなんですが、周りの木が結構大きくなってきて生え 

てまして、雑草もかなりあったみたいなんですけど、そのへんは何か管理 

者に対してあるんでしょうか。雑草をとるとか。このイヌザクラは巨木で、 

環境省のデータベースでも国内最大級のイヌザクラなので大事にした方が 

いいと思うんですけど。管理者との話し合いも特別何もないんですよね。 

 

●工藤委員 

会うことはないですね。住んでいる所が離れているので。 
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●事務局 

市の方からも連絡はしていないので。 

 

●山本委員 

なんかもったいないですね。管理者の方もあまり熱心ではないみたいな 

んですよね。切ってもいいような話をしている時もあったみたいで。ただ、 

これは非常に珍しい木なので、あの辺の駐車場も少ないし、問題が色々ある 

かなと思っています。 

 

●鮎川会長 

保存樹木であれこれ倒れそうなのがいくつもあるという中で、市の所有 

になっていないものは個人の土地にある。そうすると個人の持ち物なので、 

基本的にはお金の方は個人で出してください、今の状況だとそういうスタ 

ンスなので、それは問題じゃないかなということで、今日この後、他の市で 

はどういうふうにやっているのか報告をいただく予定ですので、そちらの 

方でも予算の方については、意見の交換をさせていただきたいと考えてお 

ります。 

他の件ではいかがでしょうか。 

市川のブナですが、一緒に指定されていた他のブナはもう指定解除 

になっているのですか。 

 

●工藤委員 

    倒れてしまいました。 

 

●鮎川会長 

    倒れた時点で指定解除。 

 

●事務局 

    30年 12月 27日付けで解除しました。 

 

●山本委員 

    真ん中へんから折れてしまった。 

 

●鮎川会長 

    すぐ近くにあるのですか。 

 

●工藤委員 

    隣に、対に生えてました。 

 

●山本委員 
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    墓場の中にある。 

 

●鮎川会長 

    それはもう寿命？ 

 

●山本委員 

    と言えるでしょうね。 

 

●鮎川会長 

もしお金をかけるならどの木にかけるかという問題にもなってくるかも 

しれないですけど、このブナの危険度 Sは、もう手を施すのは。 

 

●工藤委員 

どうにもならない。 

 

●山本委員 

  ちなみに三戸に国内最大級の桑の木があるんですけど、４メートルか５ 

   メートル近くあるのかな、一時、葉っぱが虫に食われてかなり危険な状態に 

   あったんですけど、町で予算を組んで薬をかけたりして今は元気になった 

   みたいですよ。そういうふうな事例もあります。 

 

●鮎川会長 

人間でも、延命治療するかしないかというのがあるので、どれもこれもと 

いうのが難しければ、選択をして残せるものは残すという方向性でいく方 

でいいのではないかと思います。 

 

●工藤委員 

    なかなかイヌザクラになると評価がされづらいというのがあって。 

 

●山本委員 

そんなきれいな、桜みたいな花じゃないですからね。 

 

●工藤委員 

    華がないんですよね。 

 

●鮎川会長   

今出ている保存樹木の中で、この木はぜひ手を施してでも保存した方が 

いいだろうという木はありますか。 

 

●工藤委員 
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まさに毘沙門のイチョウだと思う。 

 

●山本委員 

    あれだけ続けて治療をしてきてますからね。 

 

●鮎川会長 

この先 10年スパンで見たときに、これだけやってきたけど、どうにもな 

らないという局面になりかねないのでは。 

 

●工藤委員 

 多分、今まで投入してきた分、せざるを得ない状態なんだけども、本当に 

成果が出るのか、どこまでが成果か見えない状態。 

 

●鮎川会長 

  そのへんは惰性でやらずに、樹木医さんの意見と科学的な調査、知見に基 

づいて。 

 

●工藤委員 

    樹木医はそれでもやっぱり治療するというのかな。 

 

●鮎川会長 

    延命治療。 

 

●山本委員 

    第３号根城のイチョウは、根城史跡の有料区域内にあるんですが、この 

木は八戸で一番大きいイチョウだと思うんですよ。これはまだ少し元気な 

イチョウなんですけど、ただ有料の区域の中にあるので見学もできない、 

お金払わないと見れないような木で。根城史跡の活用の会議というのがあ 

るんですけど、そこの中でも問題になってるんですね、木をお金を出さな 

いと見れないと。私はよく木のガイドであちこちバスで連れて歩いたりし 

てるんですけど、お金がかかると入れないということもあって、そこも今 

検討していただいております。例えば紅葉している期間だけ無料で見れる 

方策があればいいなと思っています。 

 

●鮎川会長 

  市民の皆さんに広く知っていただくうえで大事だと思います。 

 

●事務局 

    本丸の中ですね。 
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●山本委員 

    塀巡らせてますから、中に入れない。 

 

●鮎川会長 

他にございますでしょうか。 

 

●各委員 

（なし） 

 

●鮎川会長 

それでは報告案件②「保存樹木樹勢状況」についてはこれで終了したい 

と思います。 

続きまして、報告案件②のウ「保存樹木に対する助成制度」について、 

事務局から報告をお願いいたします。 

 

●事務局 

それでは、「保存樹木に対する助成制度」についてご報告いたします。 

前回の審議会で保存樹木の現地視察を行った際に、財政面での支援につい 

てお話がありましたので、保存樹木に対する当市の助成制度と、他都市の状 

況についてご説明いたします。 

資料２－４をご覧ください。 

まず、当市の金銭面での助成制度についてですが、農林畜産課が事務局を 

担当しております八戸市緑化推進委員会が、緑の募金により助成している 

「シンボルツリー保全活動助成金」という制度がございます。 

これは、歴史的及び文化的に価値があり、地域のシンボルとなっている樹 

木の保全活動に要する経費に対しての助成で、助成金額は対象事業費の 1/2、 

上限は５万円です。保存樹木以外にも、地域のシンボルとなっている樹木な 

どが対象となります。 

対象となる活動は、樹木調査や、樹勢回復のための薬剤散布、施肥などの 

保全活動で、樹木医等の専門技術者の指導のもとに実施するものとされて 

おります。 

近年の実績としては、平成 24年度に櫛引八幡宮の駒立杉、平成 25年度 

に長者山のエドヒガンの樹勢調査で、平成 30年度は南郷市野沢のヤマボウ 

シの土壌改良について助成しており、いずれも工藤委員に携わっていただ 

いております。 

この他に、公園緑地課では全ての指定樹木について毎年、樹勢診断を行っ 

ております。 

次に、「２．他都市の助成制度について」でございます。 

主に東北地方の都市について調査しましたが、大きく分けて、毎年度 1回、 

維持管理や育成に要する経費として定額を助成している都市と、費用の一 
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部を助成している都市がありました。 

まず、（１）定額助成についてですが、維持管理費等に要する経費として、 

１件あたり年額 2,000円から 10,000円の助成となっております。 

次に、２ページをご覧ください。 

（２）費用の一部助成についてですが、対象事業や金額の上限などを設け 

て助成しております。表には対象事業ごとに分けて記載しましたが、対象事 

業は「樹木診断調査費用」をはじめ、「施肥、枯損防止、病害虫防除、土壌 

改良などの樹木保全・樹勢回復にかかる費用」の他に、「災害等によるもの 

と限定した枝折れや危険樹木の伐採など損害・危険防止の応急措置費用」、 

「樹木診断に基づく大規模剪定費用」など、項目が様々ありました。また、 

直接樹木に関するもの以外に「看板や周辺設備の費用」というものもありま 

した。 

これら金銭面での助成以外に、（３）に記載したように樹勢診断を市が行 

っているところもありました。当市は毎年、保存指定の全樹木について樹勢 

診断を実施しており、指導の必要がある樹木については、所有者に対して、 

担当していただいている工藤委員から保存に関する指導、助言をしていた 

だいております。 

他都市においては、指定本数の関係もあると思いますが、毎年５本前後で 

すとか、優先順位を付け計画的にとか、所有者から要望があった場合に実 

施、というような状況となっております。 

保存樹木に対する助成制度の状況は以上でございますが、今後当市にお 

いて、今現在あるシンボルツリー保全活動助成金制度を活用していくこと 

で良いか、それとも、他都市のような金銭面での助成制度を新たに設けるこ 

とが必要か、皆様の意見をお聞かせいただきたいと思います。 

新たな助成制度が必要、となった場合には、予算上の問題もありすぐに実 

施できるものではありません。 

また、資料「３．私有財産への助成について」に記載しましたように、 

保存樹木への助成は、個人が所有する私有財産に対する助成であり、指定を 

受けていない個人所有の樹木にはない限定的なものとなるため、公平性の 

点からも、助成のしかたについては、慎重に検討していく必要があろうかと 

思われます。 

それらも踏まえて、まずは、本日ご報告した状況を聞いてのざっくばら 

んなご意見や、今後の方向性についてのお考えを伺えればと思いますので、 

よろしくお願いいたします。 

 

●鮎川会長 

助成制度をいろいろ調べていただきましてありがとうございました。報 

告を受けまして、少し意見交換したいと思います。 

予算面で事前に伺ったところ、緑化推進事業については、草花配布事業で 

600万円、奥州菊づくり事業は 50万円予算を確保してあるというのに比べ 
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て、新しい一年草を配ったりとか花を育てたりという事業についてはそれ 

だけお金を割いているけれども、保存樹木に対しては、今のところはシンボ 

ルツリー保全助成金は他の課、緑化推進委員会。こちらの課では予算化され 

ていない。個人所有の樹木も多く、その木が倒壊の危機にある時に、個人の 

ものなので、指定はしているが、個人がお金を出してくれない限りどうにも 

ならないというのもまずいのではないかというふうに思っています。 

費用の一部を助成という２ページ目のパターンというのは、八戸市でも 

あった方がいいのではないかと私は考えておりますが、皆さんはどういっ 

たお考えか、ご意見を伺いたいと思います。 

 

●山本委員 

毘沙門のイチョウに 100万くらいの予算と言ってましたが、その予算は 

どこから出るんですか。 

 

●事務局 

公園緑地課の予算です。 

 

●山本委員 

緑地課の予算で、こちらとは別なんですね。 

 

●事務局 

助成制度とは別です。所有者として市が予算を確保するということで予 

算措置されています。 

 

●山本委員 

    イチョウの樹木診断をした樹木医会の斎藤さんの話によると、弱ってる 

木を治療するのに何かの助成金を使ってやっているような話も聞いたんで 

すけど。 

 

●事務局 

    それが、シンボルツリー保全活動助成金ではないでしょうか。 

 

●工藤委員 

ここ最近使ってますか、シンボルツリーのお金は。 

 

●事務局 

    聞いたのがこの３件でした。 

 

●工藤委員 

    ちなみにこれとは別件で、コウヤマキと毘沙門のイチョウは私が関わっ 
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ています。 

 

●事務局 

    いつ頃ですか。これよりも前ですか。 

 

●山本委員 

    このあたりじゃないかな。多分平成 25 年前くらいだと思うんですけど。 

もっと前かな。 

 

●事務局 

    遡ってもらって、この 24年からの実績でした。 

 

●山本委員 

    それは樹木医会から申請しているんですか。それとも管理者が申請して 

いるんですか。 

 

●工藤委員 

    この助成金は所有者が申請するという形をとっておりまして、私が関わ 

ると私が書類を作ってますが。前までは 10万円上限に全額補助で、10万円 

を越えると所有者負担という形でやっていたんですけど、途中で制度が変 

わって。書類の作り方もいろいろ面倒になって、自分でやるのも大変だなと 

いうので、あまり最近活用してなかったところなんですけど。 

 

●鮎川会長 

    平成 24年、25年、30年のは、5万円を超えた分は、所有者が出してくれ 

ている。 

 

●事務局 

そうです。全部 10万円、長者山のは 13万円くらいかかっていたので、 

上限を超えた分は所有者負担でやってたようです。 

 

●山本委員 

    まだはっきりはしてないのかもしれませんが、来年階上で環境省の巨 

樹巨木林の総会とフォーラムが行われる予定みたいなんですけど、階上の 

巨木を見てみると、木の周りに柵を作ったり看板を立てたり積極的にやっ 

ているようです。八戸においてはあまり見られないような感じがしますが、 

そのへんに予算をかけて看板を立てるとか矢印をつけるとか、ここにある 

よと、そういう計画は全くないんですよね。 

 

●事務局 
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   今のところはないです。 

 

●山本委員 

    多分、巨木フォーラムがあれば全国から集まってくるので、階上には泊ま 

る施設がないので、八戸にたくさん泊まって、八戸の木も見たいということ 

になると思うんですよ。その場合に、行ったら雑草がぼうぼう生えていたと 

ということになると、あまり見っともいいものじゃないなと思います。都会 

の方に行くと、きちっと柵とか説明の看板とかがしっかりしてるんですけ 

ど、八戸においては残念ながらそういうところはないですね。 

 

●工藤委員 

    ちなみに東北の樹木医会の年１回の集まりも新年度に八戸でやるみたい。 

 

●秋山委員 

そもそも、指定保存樹木は持ち主の了解をとって指定されているんです 

よね。その時点でこういうメリットがありますよ、肥料程度は負担しますよ 

というようなものが最初から条例にあれば問題はないんだと思うんですけ 

ど、最初からないのがおかしい話だと思う。 

 

●鮎川会長 

  指定だけしてメリットがない。倒れそうになっていれば、自分たちでやっ 

てくれというのは、むしろ保存樹木に指定された方が迷惑。 

 

●秋山委員 

  指定しないでくださいと言ってしまう。 

 

●工藤委員 

  断られるところもありました。 

 

●鮎川会長 

   片や、市の持ち物になっている樹木に対しては厚く手当てができる。 

 

●秋山委員 

   前回保存樹木をまわって、どの木？と見つけないとわからないようなも 

のもあり、それじゃいけないと思うので、最初からやり直すような形で、時 

間がかかってもしょうがないのだから。 

 

●工藤委員 

所有者のスタンスがあって。見てほしい人もいれば来てほしくない人も 

いる。 



17 

 

●鮎川会長 

  今の皆さんの意見を少しまとめると、看板や案内板は所有者が Okを出し 

た場合には、保存樹木はこれですよと明示できるような看板があっていい。 

 

●山本委員 

    木の前には保存樹木の看板は立っているんですけど、そこまで行く過程 

のものがない。 

 

●鮎川会長 

    例えば神社とかであれば、それはウエルカムなことだと思いますし。 

 

●工藤委員 

    神社側も落ち葉問題というのが近所とのたたかいみたいで、それについ 

ては大変だということです。 

 

●鮎川会長 

    落ち葉問題に関して助成というのもできないんですか。 

 

●事務局 

ないですね。 

 

●鮎川会長 

    街路樹も落ち葉の問題があって、バサバサ切って、景観的にはあまりよろ 

しくないですね、裸んぼうみたいな木になって。 

 

●事務局 

    落ち葉は近所の人だったり所有者が、お金がかかるからとか、やりたくな 

いから他でやってほしいというんじゃなくて、落ち葉は秋になれば自然に 

落ちるものと理解して受け入れてやっていってもらいたいというのが市と 

してもあります。仮に助成制度を考えるときに、落ち葉を片付けるための費 

用の助成ということになると、市の財政担当にも受け入れてもらいづらい 

ことになってしまうかなと思います。保存樹木自体を後世に残していくた 

めの木に対する助成というものを考えた方がいいかと思います。 

 

●鮎川会長 

  災害等で折れて大規模な伐採をしないといけないとか、緊急性を持つも 

のは優先的になる必要があるかと思います。樹木の樹勢の状況によって、土 

壌改良、支柱、病害虫、枯損防止措置についても予算化していないと、私有 

地のものについては所有者がそのまま切ってくださいと、保存樹木がどん 
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どん減っていく可能性もあると思いますので。 

 

●山本委員 

   豊崎にある七崎神社の杉は市の天然記念物で 3本指定されていますが、 

昨年の台風の時に枝が折れて民家を破壊してしまった。あの中の１本は青 

森県で一番大きい杉ですが、そこには柵も何もない。あれがもし倒れれば、 

家がぺしゃんこになるような木なんですよ。ああいうところに必要な感じ 

がするんですよね。かなり中も洞になっているし、危険です。あそこの管理 

者の宮司さんが亡くなって管理は誰がやっているのか。あの木は大切にし 

た方がいいと思います。 

 

●工藤委員 

総代さんがやっています。 

 

●山本委員 

あれは八戸に来たらぜひ見てもらいたい木。幹回りが 10メートルありま 

すから見るとびっくりするような木です。それに柵も何もない。 

 

●工藤委員 

    年寄りの人があそこで花火して火事にした話がある。 

 

●山本委員 

    子供が花火を投げて洞の中が火事になった。上の方も枯れたりしていま 

すから、あれが落ちてくると怪我どころでは済まないような木ですので、何 

とかした方がいいと思うんですけど。どうしても木は地面を踏み固めると 

根が弱ってしまう。木からある程度離して柵のようなものが必要だと思い 

ます。 

その中の２本目に太い木に中に洞があるんですけど、１回連れて行って、 

スズメバチに３人刺されたことがある。救急車呼んで連れて行きましたけ 

ど、何も知らないでどんどん近くを歩くので、ハチに刺されたりということ 

があると思う。ですから柵はあった方がいいと思うんですけどね。 

 

●鮎川会長 

  市の天然記念物になっていると、別の方の予算で保存について何か。 

 

●事務局 

そこまでは確認していなかったので、社会教育課の方に確認してみます。 

 

●鮎川会長 

本題に戻すと、保存樹木について、全額とはいかなくても、市として予算 
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を確保する方向で動いていただくということで、他のご意見はないでしょ 

うか。 

 

●山本委員 

薬かけとかそういうのは必要かもしれないですね。南部会館のニシキギ 

とか、いつ崩れるかわからない木もありますからね。普通に剪定しているよ 

うなんですけど、そのへんのやり方というのもあるんじゃないですか。その 

剪定のお金はどこから出てるんですか。 

 

●事務局 

    南部会館だと市の施設なので、市が直接か、もしくは指定管理者に指定管 

理料を払っている中から、今だと管理者のデーリー東北が頼んでいるかだ 

と思います。 

 

●山本委員 

八戸には日本一の木が２本あって、１本は南部会館の中のアメリカキサ 

サゲ。以前までは環境省のデータだと新宿御苑にあるのが一番だったんで 

すが、主木が折れてしまって、ひこばえしか生えていない状態。ですから、 

あれが今、実質、国内で最大のアメリカキササゲだと思います。あとは八戸 

公園の後ろにあるドイツトウヒ、あれもデータ上は日本一のドイツトウヒで 

す。ただ墓の中にあって、冊子にしたときに紹介しないでほしいと言われて 

許可にならなかった。 

 

●鮎川会長 

    ドイツトウヒは指定されてないんですか。 

 

●山本委員 

しないでほしいと言われたんです。来られても困ると。ただ、そういう国 

内最大の木があるということも、ほとんどの人が知らないわけですよね。 

 

●鮎川会長 

私は八戸に来て 15年経つんですけど、奥州菊が市民の花であることも知 

らなかった。今後、保存樹木や巨木、奥州菊、そして花壇コンクール個人の 

部も応募が 6件という寂しい状況ですし、これらの広報にも力を割いてい 

ただくとよろしいのではないでしょうか。 

では、市としても、保存樹木に関して助成金を検討していただきたいとい 

うことで、審議会の意見として上げることで皆様よろしいでしょうか。 

 

●各委員 

    はい。 
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●鮎川会長  

    その後については、また事務局の方でも話し合いが必要かと思いますの 

で、今後の見通しについてもお話しいただく機会があればと思っておりま 

す。 

保存樹木の助成については他にご意見ございませんでしょうか。 

 

●工藤委員 

随分話がとびますが、八戸公園のサクラの杜里親事業はどうなったでし 

ょうか。 

 

●事務局    

廃案にはなっていないですが、ほぼ見込みがない状況です。八戸公園サク 

ラの杜の桜の維持管理経費を確保しようということで、里親制度を設けて 

みたらどうだろうと。一人いくらいくらで里親になってもらって、それで集 

まったお金をもとに、毎年定期的に桜に手を入れて見事な桜の名所にしま 

しょうというのが最初にあったんですけれども、実際に里親制度をやるに 

しても、一体どれほど里親が集まるのかというところで、まずはサクラの杜 

を知ってもらうことが先で、それまでは広報活動をしようと。それで今は毎 

年３月に先着 200名に桜の剪定枝プレゼントをやっています。 

また現在は、八戸公園内にある三八五こども館のネーミングライツ料が 

年間 50万円入るんですが、これを財源として 50万円確保できたので、そ 

れでサクラの杜の維持管理を賄っている状況です。 

里親制度は当時は良い案だったかもしれないですが、里親になってもそ 

の後忘れてしまう、せっかく里親になってもらった桜が枯れたらどうする 

かという問題も様々あるので、なかなか現実的にできるかというと難しい 

のかなという状況です。 

 

●山本委員 

  そもそもサクラの杜をつくるときに、市民の方が多大な寄付をしたと聞 

いたんですけど、それは全部なくなったんですか。 

 

●事務局 

それは何回かに分けてあそこに桜を植えたのでなくなりました。里親制 

度はその後の維持管理の経費で職員の提案の中で出てきたアイディアで、 

それについてどうやったらいいだろうということで審議会の場でいろいろ 

ご意見をいただいていたんですけれども、実現に至っていないという状況 

です。 

 

●山本委員 
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  サクラの杜はあまり使われていないですよね。ああいう場所があるとい 

うことを知らしめることが必要だと思うんですよ。花見にもすごくいいで 

すよね。もったいない感じがします。 

 

●秋山委員 

    当初花見ができる目的だった。 

 

●山本委員 

    せっかくの寄付を生かしていない。 

 

●事務局 

小さい子供連れ等は上の方の広場とか出店が出る方でお花見をする人が 

多い。下のサクラの杜の方までなかなか下がって行かないというところで、 

サクラの杜を知ってもらおうと、3月にプレゼントして、4月になれば桜が 

満開になるのを知ってもらって、また足を運んでもらう目的もあってプレ 

ゼントをやっているんですけど、上の方にばかり人が行ってしまう。 

 

●山本委員 

 あそこには車も入れるんでしたか。 

 

●事務局  

管理車両だけです。 

 

●山本委員 

入れれば、バーベキューするのにもいいんですが。 

 

●事務局 

    バーベキューはバーベキューエリアでしかやってはいけない。 

 

●工藤委員 

    公園法の絡みですか。 

 

●事務局 

    市の条例では、公園内での火気は指定された場所以外での使用は禁止と 

なっていて、八戸公園だとバーベキューエリアのところが指定された場所 

となっています。 

 

●山本委員 

    サクラの杜も指定して、やれるようにすればいいのだけど。 
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●事務局 

    指定管理者の協力がうまく得られれば、そういうふうにできるかもしれ 

ないですね。 

 

●山本委員 

あの区間もバーベキューエリアに指定してもらいたいですね。車も入れ 

るように。 

 

●秋山委員 

    中に軽自動車でも置いて、荷物積み替えて園内はこれでどうぞみたいな 

感じにすれば。 

 

●山本委員 

    せっかくああいういいところがあるのに、使ってないなんてもったいな 

い。 

 

●工藤委員 

    三八五さんで管理しているなら、三八五さんに軽トラの運搬代を徴収さ 

せて。提案してみたらどうですか。 

ネーミングライツは 50万円に上がったんですか。30万円くらいじゃなか 

ったですか。 

 

●事務局 

    元々50万円のはずです。 

 

●工藤委員 

    一番最初、手を挙げる人がいなかったら森林組合で 10万円でやりましょ 

うと話があった。そんなに高かったんですね。 

    公園もいろいろネーミングライツにしたらどうですか。小さい公園も全 

部。 

 

●事務局 

そうしてしまうと、小さい公園は地元、地域の人に愛される公園というの 

で、地元の人の希望を受け入れながら名前を決めているので、全部業者の名 

前になってしまうと、愛着がなくなってしまいます。 

 

●工藤委員 

○○１号公園というのもなかったですか。 

 

●事務局 
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あります。一番最初に公園を作った時にはそうなんですが、そこから地元 

の考えを入れて名前を変えたり。去年の夏にも希望を受けて変えています。 

 

●工藤委員 

二つありますよね、地域の人たちが管理するのと、公園緑地課で管理する 

のと。 

 

●事務局 

    大きい公園と小さい公園。もしくは小さい公園でも町内会で管理できな 

くなった公園が市の直営の管理になるというのもあります。 

 

●工藤委員 

    ネーミングライツで収入ができるなら、いっぱいやってもいい気がしま 

す。 

 

●山本委員 

  緑の募金はどこでやっているのですか。 

 

●工藤委員 

青森県森林組合連合会が入っているんですが、緑化推進委員会という全 

国組織ですね。 

 

●山本委員 

これはいつもどれくらい入ってくるんですか。 

 

●事務局 

    こちらではわからないです。集まった募金を市町村に分配していますの 

で、集まる金額によっても、年によっても違うと思うんですが。 

 

●工藤委員 

小学校の校庭の管理にも一部使っていますね。毎年どこか 1カ所くらい。 

来年度は第一養護学校の予定かな。教育委員会がお金がないというんで、こ 

こから予算を引っ張って。 

 

●事務局 

    学校の木や花壇は教育委員会でと、それぞれ担当課で予算どりするよう 

変わってきているので。 

 

●事務局 

学校も樹木の管理が大変だという話は聞いています。例えば根城の番屋 
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平公園とその隣の根城中学校、ほぼ同時に植えた樹齢らしくて、大きくなり 

すぎて、公園の葉なのか中学校の葉なのかわからない状態。あの辺の方々は 

かなり苦労しているようです。本来であれば学校の木が大きくなりすぎて 

切ってしまいたいくらい邪魔になっている状態。葉が堆積して盛り上がっ 

てしまってフェンス際に溜まっている。 

 

●山本委員 

 それを邪魔な木だとか葉っぱがひどいとか言う前に、学校の誇りとか思 

い出になるということで植えたと思うんですよね。湊小学校のポプラも切 

られてしまった。そのようなシンボルツリーになっているところもありま 

すよね。杉沢中学校のもシンボルツリーになっている。邪魔だというのは生 

徒が少なくなって掃除する人もいなくなって負担だということだと思うん 

ですけど、ちょっと寂しいですね。 

 

●事務局 

    フェンスの際のところに生垣っぽく植えたような木が土留めを押してき 

ているくらい大きくなりすぎている。 

 

●山本委員 

    新井田小学校もそうですね。かなり太いですね。 

 

●事務局 

場所によって施設にも影響してくるものは大変だという話は聞いていま 

す。今だと１メートル以上離して植えると、大きくなっても大丈夫というの 

があるんですが、昔は 50センチ離したところに植えてしまって、根が構造 

物に悪さする状況が今になって出てきてという話はよく聞きます。 

 

●山本委員 

    桜は咲いているときだけで、あとは毛虫とか嫌われているところが多い 

んですよね。 

 

●事務局 

    学校の真ん前とかシンボル的な場所に植えられて、そういう位置づけが 

ある木だと、邪魔にもされずいいんですがね。 

 

●事務局 

サクラの杜の里親の話ではないですけど、交通部の横の西有公園に、昭和 

40何年頃に、ある団体がやった事業で、子どもが生まれた記念に植樹して 

名札をかけた木がたくさんあります。 
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●事務局 

去年か一昨年、自分の娘のときに里親になるというので当時２回木を寄 

付をしましたというおばあさんが来て、１本枯れているみたいだから新し 

いのを植えたらいいかしらといらしたんですが、１本残っている方に枯れ 

た方のプレートも移して、その１本を残していきましょうということで了 

解をもらって、新たな木を植えるのはお断りしました。プレートがかかって 

いると枯れたり折れても市が切るということもできず、所有者、植えた人は 

誰というのもわからない。 

 

●鮎川会長 

    人の名前がついていたら切れないですね。 

 

●事務局 

    手付かずなのは明らかなんですが、倒れそうでも手を付けられない。台風 

等で折れたものは市が除去するんですが、枯れてるけどまだ立っているも 

のにはなかなか手をかけられない。 

里親も最初にやっていただくのはいいんですけど、里親になられた方が 

ずっと持続して毎年手入れをしてくれればいいんですが、手を付けていな 

い現状も見ているので。 

 

●秋山委員 

    素人さんが手入れと言ったって、４０年もたっている木だったら危ない 

ですよね。ある程度の広報なり周知をして、ここの公園の危険な箇所は伐採 

処分しますというお知らせを出しておいて。 

 

●工藤委員 

    小学校とか中学校も木がやたら生えていて厄介らしい。何かの記念樹じ 

ゃないかと。 

 

●事務局 

    記念樹として植えたはいいけれど、ちゃんと維持管理していけるのかと 

いうのがあって、里親制度もどこまで植えた方が来て見てくれるかと不安 

がないわけではない。 

 

●鮎川会長 

  みどりの環づくり基本条例を見ると、市は緑の保全及び創出に関し云々 

という表現があって、創出はやるんだけれども保全の方になかなか手が回 

らない、保存樹木にも手が回らないというのがあるので、全部が全部という 

のは難しいと思うので、どれを優先的にやるかというのを選んだうえで、保 

存の方にも予算や意識を向けていただきたいと思います。 
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他は、ご意見等ございませんでしょうか。 

それでは、報告案件と最後の方では意見交換をひととおり終了いたしま 

した。他になければ、進行を事務局の方へお返ししたいと思います。 

 

●事務局 

鮎川会長、ありがとうございました。 

本日の案件は全て終了いたしました。 

次回の審議会開催は来年度となります。開催は８月頃になろうかと思い 

ますが、今回、委員の皆様の総意として、「市として保存樹木に対する新 

たな助成制度を設けるべきである」というご意見をいただきましたので、 

次回からは、助成制度の制度設計のための具体的な助成内容等についてご 

検討いただきたいと思います。 

審議会の開催日が決まりましたら、こちらの方からまたあらためてご連 

絡いたしますのでよろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、第 26回八戸市緑の審議会を終了させていただきま 

す。本日はどうもありがとうございました。 

 

 


