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Ⅰ 取り組み方針
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Ⅰ－１ 取り組み方針

現状の認識
第1回検討会及び全世帯アンケートにより、公園のみどりに数多くの問題があることがわかりました。こ

れらの問題が生じた原因や経緯を考えてみますと、ほとんどが樹木の生長や衰退に起因するものと思い
ます。開設当初支障なかったものが、約30年経過して問題になってきたものと思います。

将来に向けた視点
問題解消には適切な対策が必要です。この対策は、現在の問題を解消するだけで無く、将来に向けた

視点を持って取り組む必要があります。例えば、旺盛な生育のため問題を起こしている樹木は今後更に
生長する可能性が高く、安易な対策では将来問題が大きくなると考えられます。また衰退や病害が見ら
れる樹木は放任すると更なる衰退や枯死に至ると考えられます。みどりを適切に維持するためには、現
在の問題を解決すると同時に将来を見据えた対策が必要です。

理解と合意に向けて
これまで頂いた意見には相反するものが幾つか見られました。それらは人によって公園やみどりとの関

わり方や考え方が大きく違っているためと思われます。その場合全ての方を満足させる対策はないので、
意見の内容を吟味し、できるだけ多くの人の理解が得られる対策を行うこととします。

取り組み方針

●公園のみどりを守り育てるため、現在の問題解消ともに、
将来に向けた視点を持って取り組むものとする。

●多くの利用者や住民の理解が得られる対策を実施する。
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Ⅰ－２ 事業の進め方

植栽の問題 施設の問題
ルールやマ
ナーの問題

検討会やアンケート、要望書等でいた
だいた意見は、3つに大別できます。

ペット利用ルール見直しの要望書
平成30年7月受付

要望の概要

横峯公園及びかつらぎの道をペット同伴で利
用できるように見直しを要望する。同時にペット
同伴時のマナー向上の啓蒙活動を進める。

馬見北６丁目自治会の要望
平成28年12月受付

要望の概要

横峯公園の樹木生長に伴い、落葉が飛散しト
ユや排水溝に詰まりが生じている。また、樹木
が茂りすぎて防犯上不安がある。これら樹木の
間引きや枝打ちなど適切な管理を要望する。

第１回検討会の意見
平成30年2月開催

※「第1回みどりの検討会開催のご報告」参照

全世帯アンケートの結果
平成30年1月実施

※「第1回みどりの検討会開催のご報告」参照

これまでの意見
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Ⅰ－２ 事業の進め方

※財政的理由や事業効率向上、緊急措置等のため、事業順序が前後したり、延長する場合があります。

事業の順序

幾つもの問題を同時に解決することは難し
いので順序を決めて事業を進めます。

・順序に従い段階的に進めます。

・緊急性の高い事業を優先します

・できるだけ住民要望の高い事業を優先し

ます。

※ルールやマナーの問題は、別途検討します。

事業の区分

①当面の植栽の問題改善
(危険木、見通し不良、落葉問題等の対策)

②将来に向けた植栽の課題改善
(過密対策、管理方法の見直し、樹種変更)

③公園施設のリニューアル
（舗装やトイレ等の施設更新や改修）

事業の進め方（イメージ）
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①当面の植栽の問題改善

②将来に向けた植栽の課題改善

③公園施設のリニューアル



Ⅱ 植栽管理の基本方針（案）
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Ⅱ-１ 植栽景観のあり方 （現況分析）

植栽景観の特徴と問題点

①グラウンドと園路を囲むように四方に小高い丘と樹林がある。
②特徴的なメタセコイア並木がある。
③かつらぎの道が隣接している。但し植栽が混みあい見通せない。

⇒外から公園内が見えるところが少なく不安感を高めている。

かつらぎの道と公園の植栽が生長し混みあい、か
つらぎの道を暗くし、公園への見通しを妨げてい
る。

図：植栽景観の特徴と問題点

かつらぎの道
外から見える視点場

かつらぎの道 南西エントランス

グラウンド（南西から） メタセコイア並木

丘と樹林 （北） 丘と樹林 （西）

航空写真（2008）
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Ⅱ-１ 植栽景観のあり方 （計画方針）

樹木の間引きにより、かつらぎの道から入口広場一帯とメ
タセコイアを見通せるようにし、公園とかつらぎの道の景観
の一体化を図る。

かつらぎの道
【将来構想】 将来の施設リニューアル時には公園
の広場、トイレ、遊具、低利用地と、かつらぎの道の
一部を一体的に再整備して、公園とかつらぎの道の
利用拠点として活用できるものとする。

図：植栽景観のあり方
植栽景観のあり方

計画方針

①四方の「丘と樹林」を
保全する。

②「メタセコイア」の美し
い並木を保全する。

③かつらぎの道から入
口広場とメタセコイア
が見通せるように改
善し、かつらぎの道と
公園の景観の一体化
を図る。

9



検討条件

保全すべき樹木・樹林
（自然、利用、景観にとって重要な樹木・樹林）

改善すべき樹木・樹林
（見通しの悪い樹林、落葉飛散樹木）

樹木・樹林の生育診断 里山林管理の検討

Ⅱ-２ 検討条件 （植栽に対する意見）

植栽への主な意見（第1回検討会意見及び全世帯アンケート結果）

良いところ、守るべきもの

①自然の豊かさ ②遊びや散歩の場
③花や紅葉の美しさ ④景色

悪いところ・改善すべきこと

①見通悪い（防犯） ②落葉が多い
③樹の姿が悪い ④倒木の危険性

方針や対策を検討するために、良いところや悪いところがある樹木・樹林
を特定し、生育状態を調べ、改善方法の事例を整理します。
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Ⅱ-２ 検討条件 （保全すべき樹木・樹林）

図：自然の豊かさが感じられる樹林

里山林（クヌギ、アベマキ）

古墳の樹林（アラカシ）

シンボルのメタセコイア並木

四方を囲む樹林

グラウンド外周樹林

図：景観上重要な樹林

図：主に花木（高木）

図：林間散歩の場を形成する樹木

林間園路沿い樹木
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Ⅱ-２ 検討条件 （改善すべき樹木・樹林）

図：見通しが悪い樹林

生長したアラカシが過密

様々な樹種が混在

H30年6月
剪定済※１

葛城の道からの見通し悪い

メタセコイア
アラカシ等

クヌギ類

クスノキ・シイ等

図：落葉飛散樹木 平成30年3月隣接住民への聞き取り調査結果

※１通学路と遊び場の安全確保のため実施 ※２ 生育不良の処置（危険木対策）のため実施

クスノキ（幹切断）

クロガネモチ
（生育不良）

クロガネモチ他
（生育不良）

図：姿が悪い樹木
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Ⅱ-２ 検討条件（樹木医による生育診断）

・コブシの衰退 が顕著。

・将来は更新又は樹種転
換が必要。

・健全に見えるが、根上がり、枯れ枝、ガードリング
ルートなど樹勢衰退の要因を生じている。

・競合による日照不足等に原因があり、将来は植え
替えや間引きが必要。

・カシの密度が高く穿孔性害虫の被害が極めて
多く、ヤマモモはこぶ病に感染した木が多い。

・被害の大きいものは、伐採整理や樹高抑制が
必要。

・スギに胴枯れ性病害が発生。
伝染が懸念される。

・被害木の早期伐倒が必要。

・クヌギ類にナラ枯れの発生。
・アラカシ等の苗木が成長し過密。
・カシの間引きや台場クヌギ化が必要。

※診断結果のうち
重大要素を抜粋
して記載

ガードリングルート：

根株を自らの根で絞
めつけている状態
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Ⅱ-２ 検討条件（生育診断結果の概要）
コブシの衰退

メタセコイアの生育不良

枯れ枝 同左 同左

枯れ枝 根上がり ガードリングルート

南東・東面の高密度植栽の病害、過密

穿孔性害虫（カミキリムシ等）の被害

ヤマモモ病害 過密植栽

クヌギ類のナラ枯れ

害虫カシナガの穿入痕 ナラ枯れによる枯死

（根株を自らの根で絞めつけている状態）
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Ⅱ-２ 検討条件 （まとめ）
保全すべき樹林

・景観的に重要
・利用の場
・魅力的な花木や紅葉

保全すべき樹林
・古墳の樹林

保全と改善
（保全）魅力的な花木
（改善）コブシの衰退が顕著

⇒将来は更新又は樹種転換が必
要。

改善すべき樹林
・見通しの悪さ
・過密による生育不良
・スギの胴枯れ性病害

保全と改善
（保全）景観上重要、

里山林、利用の場
（改善）見通し悪い、過密

保全と改善
（保全）景観上重要、シンボル
（改善）落葉飛散

過密等による生育不良

保全と改善
（保全）景観上重要、里山林、利用の場

（改善）落葉飛散、ナラ枯れ、アラカシの
過密

改善すべき樹林
・過密による生育不良
・穿孔性害虫等の病害
⇒放置すると倒壊

保全と改善
（保全）景観上重要、

利用の場
（改善）見通し悪い

改善すべき樹木
・生育不良

メタセコイア
クヌギ・アラカシ

コブシ

クヌギ・アラカシ
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伐採から萌芽・生長の変化例

Ⅱ-２ 検討条件 （里山林管理の検討）

雑木林の伝統的管理（台場クヌギ等）

出典：植生管理学 福嶋司編

伐採直後 2007年3月 （大阪府豊能町）

萌芽・生長 2010年11月 （同上）
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Ⅱ-２ 検討条件 （里山林管理の検討）

【参考資料】ナラ枯れ予防策

●樹齢（幹径）の多様化

・カシノナガキクイムシは大径木で繁殖
が進むので、多様な幹径がある樹林
（多齢林）にすると抑制できます。

・単齢林は一斉に大径木化するため、被
害のダメージが大きくなります。

・台場クヌギは、大径木にならない管理
をするので、ナラ枯れを抑制できます

●樹種の多様化

・ナラ枯れしない樹種を補植して樹種を
多様化すると、抑制できます。

・ナラ枯れしない里山林の樹種のうち花
や紅葉等に魅力のある樹種としては、
イヌシデ、エゴノキ、ガマズミ、リョウ
ブ、ヤマザクラなどがあります。これら
の樹種の多くはクヌギに比べて樹高が
低く、落葉が飛散しにくいと考えられま
す。

【参考資料】ナラ枯れの特徴

・カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌による伝染
病で、コナラ、クヌギ、シイ・カシ類等に発生しま
す。

・枯死率は落葉樹30～50％、常緑樹10～30％で
す。

・ナラ枯れ拡大は、大径木化が原因の一つです。

・ナラ枯れは、5～6年で一旦終息することが多いよ
うです。（横峯公園は今年で２～３年目）●被害対策の緊急性の評価

横峯公園 東の里山林
出典：ナラ枯れ被害対策マニュアル改訂版

（社）日本森林技術協会 H27
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Ⅱ-３ 基本方針 （基本的な考え方）

（１）基本的な考え方

①植栽の特徴を活かした植栽管理を行う。
・里山林の特徴を活かした植栽管理を行う。
・メタセコイアの魅力を引き出す植栽管理を行う。

②樹木の生長と衰退にあわせた植栽管理を行う。
・生長して過密となった樹木、樹林は間引きを行う。
・衰退している樹木は、更新（樹種変更）を行う
・今後の樹木生長を想定して計画的に取り組む。

③健全な樹木の生育を促進する。
・病虫害樹木の適切な処置を行う。
・病虫害の予防措置を行う。
・広場部の土壌環境の改善を行う。
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Ⅱ-３ 基本方針 （検討条件への対応）

保全すべき樹林

改善すべき樹林

保全と改善の
両面ある樹林

①

②

③

（２）検討条件への対応

①保全すべき樹林 価値や特性を活かして保全する

②改善すべき樹林 問題を改善する

③保全と改善の
両面ある樹林

自然、景観、利用などの価値を
最大限守りつつ、改善する

①
①

①

①

②

②

②

②

③

③

③

③
③
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※青文字は検討条件を示す。

Ⅱ-３ 基本方針 （改善する樹林の方針）

（保全：花木の魅力／改善：コブシの衰退）

コブシの魅力を継承する
・現地に適した花木（エドヒガン等）に更新する。

（保全：景観・利用／改善：見通し）

雑木林らしい明るい樹林に改善する
・里山の雑木に似合う樹木を保全する。
・不要樹木を間引きして見通しを改善する。

（保全：里山林・景観・利用／改善：落葉飛散・ナラ枯
れ・アラカシ過密）

伝統的管理を応用して里山林を保全する
・伝統的な台場クヌギとして管理を行い、ナラ枯
れを防ぎ、樹高を抑える。

・樹高の低い雑木（エゴノキ、ガマズミ、リョウ
ブ、イヌシデ等）を補植する。

・アラカシやキンモクセイ等を間引きする。

（保全：景観・シンボル／改善：落葉飛散・過密）

将来に向けメタセコイアを活かす管理を行う
・生育に適切な間隔の並木にするため、景観へ
の影響が少ない樹木を間引きする。

・今後の生長による落葉飛散の拡大に備えて
て、飛散が問題にならない新たな場所に後継
樹を植栽する。

（保全：里山林・景観・利用／改善：見通し・過密）

より魅力ある里山林として保全する
・アラカシ等を間引いて見通しを改善する。
・藤棚周辺の樹木を間引きする。

・魅力ある雑木樹種（ヤマザクラ、イヌシデ等）を
補植する。

（改善：見通し・過密・スギ病害）

かつらぎの道から公園への見通しを確
保する。

・園路付近の過密樹木を間引きす
る。

・病害樹木を伐採する。

（改善：過密・病害）
適正密度に改善する。

・病害木を間引いて
密度を下げる

・樹高を下げる

（改善：生育不良）
施設リニューア
ル時に検討す
る。

20



Ⅲ  具体的な対策（案）

21

※具体的な対策（案）は、実施段階において現場や樹
木の状況、予算等の諸条件により、対策の内容が
一部変更になることがあります。



Ⅲ-１ 対策の範囲

⑤北東入口樹林⑥北入口コブシ⑦藤棚周辺

②メタセコイア並木 ③東の里山林 ④南東面外周部①かつらぎの道周辺

※通常管理及び危険木対策等は、全域で行います。
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Ⅲ－２ ①かつらぎの道周辺の改善（案）

※被圧：植物が成長することにより、近接する他の植物
へ与える負の影響（日照不足などによる生育不良）

基本方針 かつらぎの道から公園への見通しを確保する。
・園路付近を主に過密樹木を間引きする。 ・病害樹木を伐採する。
・里山林のアラカシ等を間引いて見通しを改善する。

かつらぎの道から広場やメタセコイア
並木への見通しの確保が臨まれる。

胴枯れ病のスギ

生育不良の樹木

斜面地のアラカシとコナラ
・植栽密度が高く、生育不良が見られる

樹木間隔 １～２ｍ 樹高８～１０ｍ

・樹木の半数を間引きする必要がある。

かつらぎの道の並木
・植栽間隔が非常に狭く、道が暗い

中央のケヤキ ７．５ｍ間隔
東列のシラカシ等 ２．５ｍ間隔

・過密のため枯死、生育不良が見られ
る。

・中央ケヤキは間引きする必要がある

・東列シラカシ等は、相当数間引きする
必要がある。

平坦地のクヌギとアラカシ
・アラカシ苗木が生長し過密である。

樹木間隔 ２～４ｍ 樹高６～１１ｍ

・見通しをよくするため、また元来のクヌ
ギ、コナラ主体の里山林とするため、大
半のアラカシを間引きする必要がある。

スギの疎林
・胴枯病のスギが見られる。
・トチノキがスギに被圧されている。

・病害樹木を含め、スギの大半を間引き
する。

林縁の混み合った植栽
・広場からは奥が見えない
・不釣り合いな樹種が混在

コナラ、モッコク、エノキ、ムクゲ等

・奥が見えるように、混み合った樹木を
間引きする。

10m

（１）課題と対応方針
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Ⅲ－２ ①かつらぎの道周辺の改善（案）

（２）対策（案）

・かつらぎの道の並木（ケヤキや
シラカシ等）は、間引きにより、
適正な植栽間隔（10～15ｍ）に
する。

・見通しを確保するため、スギや
アラカシ、実生樹木等は、要所
を除いて大半を間引きする。

・花や紅葉が魅力ある樹種（ツ
バキ、ソメイヨシノ、ウメ、ムク
ゲ等）は存置する。

図：現況 図：計画（案）

かつらぎの道から東向きの景観
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Ⅲ－３ ②メタセコイア並木の改善（案）

本 数 22本（並木以外の１本含む）

樹 高 １０ｍ～１７ｍ

樹木間隔 ３m～１２m

樹 齢 ３５～４０年

樹木医による総評
景観性と生育状態が最盛期であり、一見すると健全に見えるが、根上がりによる

園路の破壊、競合による枯れ枝の発生、ガードリングルート（根株を自らの根で絞めつ

けている状態）など後々の樹勢衰退の要因が生じている。
枯れ枝は除去できるが根底には競合による日照不足があり、その他解消、解除

が困難な問題部位が多い。

幹周
(cm)

樹高
(m)

枝張
(m)

樹勢

１
現状で
重大な
問題が

ある

２
現状で
生育に
問題が

ある

３
将来生
育に問
題が生
ずる

４
将来に
わたり
問題が
少ない

黄 1 120.0 15.0 7.0 1 ○ 園路上に枯れ枝、縁石持ち上げ、舗装の持ち上げ

黄 2 113.0 15.0 6.0 1 ○ 枯れ枝、縁石持ち上げ、舗装の持ち上げ

109.0 15.0 6.0 1 ○ 地図４エリア３番木　枯れ枝はあるが生育に問題なし

黄 3 98.0 15.0 5.0 3 ○ 園路上に枯れ枝、被圧で衰弱傾向（生育が劣る）

97.0 15.0 5.0 1 ○ 地図４エリア５番木　枯れ枝はあるが生育に問題なし

黄 4 112.0 15.0 5.0 1 ○ 重度のガードリングルート、枯れ枝、縁石の持ち上げ

黄 5 137.0 16.0 8.0 1 ○ 周囲の木を著しく被圧

黄 6 126 14.0 8.0 1 ○ 大きな浮き根とガードリングルートあり

黄 7 82 13.0 5.0 3 ○ 園路上に枯れ枝、被圧で3m付近に枯れ枝多数

黄 8 92 13.0 5.0 1 ○ 多量の浮き根

黄 9 57 10.0 4.0 3 ○ 被圧で明らかに生育が劣る

黄 10 118 13.0 7.0 1 ○ 多量の浮き根、浮き根は樹皮欠損複数、舗装の持ち上げ、枯れ枝

黄 11 123 14.0 7.0 1 ○ 多量の浮き根と枯れ枝

黄 12 115 13.0 7.0 1 ○ 多量の浮き根、浮き根は樹皮欠損多数

黄 13 126 13.0 7.0 1 ○ 多量の浮き根、浮き根は樹皮欠損と腐朽開口あり

黄 14 147 16.0 8.0 1 ○ 縁石と舗装の持ち上げ

黄 15 146 16.0 8.0 1 ○ 枯れ枝、縁石と舗装の持ち上げ、ガードリングルート

黄 16 105 15.0 4.0 1 ○ 枯れ枝、浮き根、ガードリングルート

黄 17 104 15.0 4.0 1 ○ 高さ8m付近に腐朽開口、枯れ枝、浮き根

黄 18 101 15.0 4.0 1 〇（高い位置の枯れ枝） 高い位置に枯れ枝多数（枯れ枝の除去で問題なし）

黄 19 118 16.0 5.0 1 〇（高い位置の枯れ枝） 高さ5m付近に枯れ枝多数（枯れ枝の除去で問題なし）

黄 20 111 13.0 6.0 1 〇（高い位置の枯れ枝） 枯れ枝が5m付近に多数ある。（枯れ枝の除去で問題なし）

H29年毎木調査結果

現地票

（色）（番号）

H30年診断区分

H30年診断根拠

※赤文字は、診断区分１，２に関わる内容
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（１）生育診断
・今すぐ伐採が必要となる問題は見られない。
・枯枝が多く、一部に生育の劣るものがある。
・将来に向けて日照不足の解消が必要。

基本方針 将来に向けメタセコイアを活かす管理を行う
・生育に適切な間隔の並木にするため、景観への影響が少ない樹木を間引きする。

・今後の生長による落葉飛散の拡大に備えて、飛散が問題にならない新たな場所
に後継樹を植栽する。

※番号は現地票（異常樹木に貼付）を示す

１

２
３

４

５

６８
９

10゜

11
12

13

14

15 16

17
18

19

20
７

図：メタセコイアの位置



Ⅲ－３ ②メタセコイア並木の改善（案）

見えない範囲

並木の通り抜け

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｄ

見えない範囲

見えない範囲

（２）景観検討

●現況分析

・通り抜けはメタセコイアの美しさが感じられる。
・眺望点は幾つかあるが、美しく並んで見える眺
望点はＢである。

・メタセコイアは近接し重なっているため、見えにく
い位置のものがある。

●景観保全のポイント

・見えないメタセコイアの景観価値は小さい。
・景観保全のためには、「並木の通り抜け景観」と
「眺望点Ｂからの景観」の重視が望ましい。

眺望点Ａからの景観

眺望点Ｃからの景観

並木の通り抜け景観

眺望点Ｄからの景観

眺望点Ｂからの景観
・写真中の灰色縦線18本は、写真を拡大して確認できた
メタセコイアの幹を示している。
・並木21本のうち3本は隠れて全く見えない。
・樹形がはっきりと分かる本数は12～13本である。
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Ⅲ－３ ②メタセコイア並木の改善（案）

【参考資料】メタセコイアの管理

①剪定事例
・メタセコイアを剪定すると、樹形の美しさが大きく

損なわれます。
・写真左が最も丁寧な剪定の事例です。
・メタセコイアの剪定は、高所作業車が必要とな
ので大きな費用が必要となります。

太枝を残す剪定 幹を残す剪定 幹を切断する剪定

②植栽間隔
・メタセコイアの美しい並木の事例では、樹木間

隔が十分に確保されています。

精華大通り（京都府精華町） 樹木間隔10ｍ 樹高15m程度

マキノ（滋賀県高島市）樹木間隔７m 樹高20～30m（昭和56年植栽）

③メタセコイアの由来など
北半球で化石として発見されるのみで絶滅したと考

えられていたが、1945年に中国四川省で現存が確認さ
れ、その後世界中に広まった。樹高は生長すると高さ
25-30 m、直径1.5 mになる。四川省の自生地では樹齢
400～500年のものが見られる。
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（５）将来に向けての対策（案）

・飛散が問題にならない新たな場所に後継樹
となるメタセコイアの若木を植栽する。

（４）当面の対策（案）

・景観上不可欠な樹木は保護し、景観への影
響が少ない個体は間引きする。

・保護樹木は、樹高抑制のため、樹形を変え
ない範囲で頂部剪定（芯止）を行う。

Ⅲ－３ ②メタセコイア並木の改善（案）

・保護樹木は樹木間隔10ｍを目安とする。
・落葉飛散軽減効果を高めるため、隣接住戸がある南側寄り
にある樹木を優先して間引くこととする。

・並木の美しさのため、園路の両側に並ぶようにする。
・眺望点Ｂから樹木が重ならない様に配慮する。

保護樹木 10本 間引樹木 11本

図：当面の対策（案）

10m

新植樹木 6本程度

図：将来に向けての対策（案）
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Ⅲ-４ ③東の里山林の改善（案）

基本方針 伝統的管理を応用して里山林を保全する
・伝統的な台場クヌギとして管理を行い、ナラ枯れを防ぎ、樹高を抑える。
・アラカシやキンモクセイ等を間引きする。

・樹高の低い雑木（エゴノキ、ガマズミ、リョウブ、イヌシデ等）を補植する。

本 数 87本（アベマキ8本含む）

樹 高 ５ｍ～１４ｍ

幹 周 ４５㎝～１４４㎝

枝 張 １～１０ｍ

樹 齢 ３０～６０年程度

図：クヌギ・アベマキの位置

（１）クヌギ類の生育診断
・伐採すべき樹木（枯死含む）が数本見られる。
・競合やナラ枯れにより衰えが進んでいる。

樹木医による総評
・高木化が顕著で隣接木の競合とナラ枯れにより大きな枯れ枝が多数発生
している。今後の生長により更に樹高が高くなることが想定されるため、台
場クヌギ化などの検討を要する。

・今後はアラカシ等の生長もあり、林床の日照不足などが生じるためクヌギ
やアラカシの間引きが必要となる。

幹周(cm)
樹高
(m)

枝張
(m)

樹勢

１
現状で
重大な
問題が

ある

２
現状で
生育に
問題が

ある

３
将来生育
に問題が
生ずる

黄 24 クヌギ 61,68 9.0 4.0 1 ○ 根株に腐朽開口

黄 25 クヌギ 45 9.0 3.0 1 ○ 根株に開口

黄 26 クヌギ 103 11.0 6.0 1 ○ 根本に腐朽開口、衰弱傾向

黄 27 クヌギ 90 11.0 3.0 1 ○ 被圧で変形、衰弱、園路上に枯れ枝

黄 28 アベマキ 143 14.0 8.0 1 ○ 園路上に枯れ枝多数

黄 29 クヌギ 93 14.0 9.0 1 ○ 幹に腐朽開口

黄 30 クヌギ 75 9.0 2.0 2 ○ 根元に腐朽開口

黄 31 クヌギ 80 12.0 4.0 1 ○ 枯れ枝、衰弱

赤 501 クヌギ 120 13.0 6.0 2 ○ 幹にガンシュによる腐朽

黄 32 クヌギ 96 9.0 3.0 3 ○ 幹の半分が枯死

黄 33 アベマキ 103 13.0 7.0 1 ○ 衰弱傾向、枯れ枝多い

黄 34 クヌギ 74,76,103 11.0 4.0 1 ○ 根元に腐朽開口

赤 502 クヌギ 77 7.0 - 4 ○ 枯死

黄 35 クヌギ 86 11.0 4.0 2 ○ 傾斜大

赤 504 クヌギ 90 12.0 4.0 2 ○ 根元に腐朽開口

黄 36 クヌギ 88 12.0 5.0 1 ○ 大きく傾斜し、隣接木を被圧

黄 37 クヌギ 107 12.0 4.0 3 ○ 幹にガンシュによる腐朽開口

黄 38 クヌギ 109,125 12.0 10.0 2 ○ 衰弱傾向、枯れ枝多い

赤 505 クヌギ 58 5.0 2.0 3 ○ 枯死

黄 40 クヌギ 48 10.0 4.0 2 ○ 傾斜大

黄 41 クヌギ 69 8.0 5.0 2 ○ 傾斜大

黄 42 クヌギ 120 14.0 7.0 2 ○ 幹に樹皮欠損

黄 43 クヌギ 102,130 14.0 9.0 1 ○ 枯れ枝多く衰弱傾向大

樹種

H29年毎木調査結果

現地票

（色）（番号）

H30年診断区分

H30年診断根拠

●診断結果：問題のある樹木（２４本）
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Ⅲ-４ ③東の里山林の改善（案）

（２）景観検討

●現況分析
・クヌギ類は自然な里山景観を作り出している。
・クヌギ類はグラウンド寄りに、アラカシ等は宅地寄りに位
置している。この構成によって落葉期でも建築物を隠し
つつ、緑に囲まれた特徴的な景観を維持している。

・クヌギ類は樹高が高く樹林にボリューム感を与えている。

●景観保全のポイント
・自然な里山景観の継承が重要。
・クヌギ類は数本重なって見えていることから、現状より密

度が低くなっても景観への影響は小さい。
・クヌギ類の樹高を下げる場合には、その他の樹種と競合

しないように、周辺樹種の樹高や配置関係、密度等のバ
ランスに配慮する必要がある。

東側樹林の景観 （落葉期）

アラカシ・ヤマモモ

クヌギ・アベマキ

トチノキ・コナラ

グラウンド 道路
外周園路

南側樹林の景観 （落葉期）

東側樹林の景観 （展葉期）

図：東側樹林の断面構成
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Ⅲ-４ ③東の里山林の改善（案）

台場クヌギのローテーション（３）対策（案）：里山林としての管理

①台場クヌギとしての管理
・現存するクヌギ類（８４本）を４つのグルー

プに分け、５年毎に１グループを伐採す
る。

・定期的な伐採により、樹高は最大１５m
に、平均樹高は10ｍ程度に抑えられる。

・現在進行中のナラ枯れによる枯死や伐採
後萌芽せずに枯死が生ずることから、クヌ
ギ類の本数はやや減少すると考えられ
る。

②アラカシやキンモクセイ等の間引き
・苗木が生長し、過密となったアラカシ等の

常緑広葉樹は大半を間引きする。
・里山林に不釣り合いなキンモクセイは、全

数伐採する。

③樹高の低い雑木を補植
・クヌギやアラカシを間引いた後に、魅力が

あり樹高の低い里山の樹木を混植する。
・候補種：エゴノキ、ガマズミ、リョウブ、イヌシデ

等

Dｸﾞﾙｰﾌﾟ Cｸﾞﾙｰﾌﾟ Bｸﾞﾙｰﾌﾟ Aｸﾞﾙｰﾌﾟ

萌芽期 生長期 成木期 伐採期

樹高0～5ｍ 5～8ｍ 8～12ｍ 12m～

図：台場クヌギのローテーション管理

・グループ別に伐採するので、景観の急激な変化が少ない。
・大径木化しないので、ナラ枯れが抑制できる。
・持続性の高い管理方法である。
・樹高が抑えられ、落葉飛散が抑制される

※グループはランダム選択する。

(４)当面の対策(案)
・生育不良やナラ枯れが進んでいるクヌギ類を20

本程度伐採する。⇒Ａグループ
・アラカシやキンモクセイ等の間引きを、予定の半

数行う。

(５)将来に向けての対策（案）
・5、10、15年後に継続グループの伐採を行う。
・アラカシやキンモクセイ等の間引きの残数を行う。
・エゴノキ、ガマズミ、リョウブ、イヌシデ等の苗木を
植栽する。
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Ⅲ-５ ④南東面外周部の改善（案）

基本方針 適正密度に改善する。
・樹高を下げ、病害木を間引く。

・林間園路を移設する。

南東法面部 東端擁壁天端部

本 数 １２０本 ４０本

樹 種 アラカシ（91）､ヤマモモ
（23）、トウネズミモチ（6）

アラカシ（15）､ヤマモモ
（23）、トウネズミモチ（2）

樹 高 ０．５ｍ～８ｍ ２ｍ～９ｍ

樹木間隔 ０．２ｍ～３ｍ １ｍ～３ｍ

樹 齢 ５年～３５年 ５年～３５年

（３）対策（案）
・被害が大きい樹木を間引きする。
・衰退樹木も多く倒木の恐れもあるので、法面の下半分は、
健全樹木を点在する程度に残し他は全て伐採する。

・間引きより隣接住宅への見通しが良くなるので、プライバ
シーの配慮し林間園路を尾根部から北側中腹に移設する。

樹木医による診断結果
・カシ類はほとんどが穿孔性の害虫による被害が進み、ヤマモモはこぶ病
に感染した木が多いため全体的に崩壊の時期にある。

・近い将来に倒木や枯死が発生する懸念が高く、さらに病害等が他のエリア
に拡散することになるため早期の択伐や駆除が求められる。

（１）生育診断
・病害虫が大発生し大きな問題である。公園全体に広が

る恐れもあり、早期の対処が必要である。

（２）景観検討
・景観的に大きな役割はないが、面的に大きいので緑の景

観を継承していく必要がある。
・林間園路から宅地が見下ろせるので、プライバシーへの

配慮が必要である。

被害木の間引き（30～50％対象）

グラウンド
外周園路

保護木以外伐採（60～90％対象）

林間園路移設

道路

林間園路

南東法面部 東端擁壁天端部

図：南東法面部断面図
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Ⅲ-６ ⑤⑥⑦その他の対策（案）

⑤北東入口樹林 基本方針

雑木林らしい明るい樹林に改善する
・里山の雑木に似合う樹木を保全する。

・不要樹木を間引きして見通しを改善する。

保存樹種 トチノキ、コナラ、イロハモミジ、ヤマナラシ

間引き
検討樹種

ヤブツバキ（4）､キンモクセイ（4）、ヤマモモ（7）、ア
ラカシ（4）、シラカシ（2）

対策（案）
・コブシの衰退が進むことを見越して、エドヒガン等の花木
の若木を植栽する。

・コブシは衰退状況にあわせて、適宜伐採する。

対策（案）
・見通しの支障となっている常緑中低木（ヤブツバキ、キン
モクセイ）の間引き、常緑高木（ヤマモモ、アラカシ、シラカ
シ）の剪定を行う。

・病害や日照不足等により生育不良の樹木は伐採する。

⑥北入口コブシ 基本方針

コブシの魅力を継承する
・現地に適した花木に更新する。

対象樹種 コブシ （24）

⑦藤棚周辺 基本方針

より魅力ある里山林として保全する
・藤棚周辺の樹木を間引きする。

・魅力ある雑木樹種（ヤマザクラ、イヌシ
デ等）を補植する。

藤棚周辺の
樹木

アラカシ（10）、コナラ（5）、クヌギ（1）

対策（案）
・フジを被圧している高木は大半を伐採する。
・日照確保できるところに、ヤマザクラやイヌシデの苗木を
植栽する。

藤棚とコナラ 藤棚
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Ⅳ 今年度実施する対策
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Ⅳ-１ 対策の優先度

コブシの魅力を継承する
・現地に適した花木（エドヒガン等）に更新する。

雑木林らしい明るい樹林に改善する
・里山の雑木に似合う樹木を保全する。
・不要樹木を間引きして見通しを改善する。

対策の優先度
①緊急性高い対策を優先する。
②住民要望の高い対策を優先する。
③自然・景観・利用への影響が大きい対策は慎重に取り組
む。
④施設改修を伴う対策は、公園リニューアル時に実施する。

適正密度に改善する

・重度の病害木を間引い
て密度を下げる

・樹高を下げる

明るい道・公園に改善する

・園路付近を主に過密樹木を
間引きする。

・病害樹木を伐採する。

優先度高
⇒当面の植栽の問題改善

優先度低
⇒将来に向けた植栽の課題改善

※危険木など特に緊急性高い対策は随時実施しています。

保留

保留

保留
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より魅力ある里山林として保全する
・アラカシ等を間引いて見通しを改善する。
・藤棚周辺の樹木を間引きする。
・魅力ある雑木樹種（ヤマザクラ等）を補植する。

将来に向けメタセコイアを活かす管理を行う

・景観への影響が少ない樹木を間引きし、生育に適
切な間隔の並木にする。

・今後の生長による落葉飛散の拡大に備えて、飛散
が問題にならない新たな場所に後継樹を植栽する。

伝統的管理を応用して里山林を保全する

・伝統的な台場クヌギとして管理を行い、ナラ枯れを
防ぎ、樹高を抑える。 （一部実施）

・樹高の低い雑木（エゴノキ、ガマズミ、リョウブ、イヌ
シデ等）を補植する。

・アラカシやキンモクセイ等を間引きする。



36Ⅳ-２ 事業の予定 ・ 今年度実施する対策 36

②メタセコイア並木

①かつらぎの道周辺

今年度実施する対策は､以下の予定です。

①かつらぎの道周辺 現地作業期間 本年10月～11月予定
②メタセコイア並木 現地作業期間 本年10月～11月予定
○危険木等の対策 随時実施

※対策は実施段階において予算、現場
条件等により、実施範囲が追加又は
一部変更になることがあります。

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２～

①当面の植栽の問題改善

②将来に向けた植栽の課題改善
※財政的理由や事業効率等のため、

予定が変わる場合があります。

●事業の予定

●今年度（H30）事業の予定



① 花木（果樹も同様）

主な樹種：サクラ類、ウメ、ハナミズキ、ヤマ
ボウシ、エゴノキ、コブシなど

考え方
・十分な花が開花すること

⇒十分な日照が必要
・適切な距離で観賞できること

⇒樹木全体が見られる距離
・今後の生長余地があること

⇒健全なら30年以上生長する

●サクラ類の標準間隔 : 10ｍ～15m
現況ｿﾒｲﾖｼﾉ：Ｗ＝４～９ｍ

37資料 ： 樹木間隔の検討（横峯公園の場合） 37

Ｗ=枝張り Ｗ=枝張り

余地5m以上

② 広葉樹の並木（広場等も同様）

主な樹種：ケヤキ、アキニレ、トチノキ、クスノ
キ、シイ、カシなど

考え方
・今後の生長余地が十分にあること

⇒健全なら50年以上生長する
⇒剪定の有無で異なる

・適切な緑陰ができること
⇒周辺樹木や照明柱との関係に配慮

●ケヤキ並木の標準間隔 : 12ｍ～20m 
現況ケヤキは剪定直後のためＷ＝５ｍ、本来はＷ＝7～10ｍと思われる。
将来の枝張りはＷ＝10～15ｍになると考えられる。

Ｗ=将来の枝張り Ｗ=将来の枝張り

余地
日照



参考：アンケート結果の要点 （お手元の第1回検討会のご報告御覧下さい）
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10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%
緑の良いと思うところ 緑の悪いと思うところ

区分

森や自然、
樹木を守る

季節感・四
季

里山、ドング
リ、遊び場

木陰・緑陰
土の道が良
い､ｳｫｰｷﾝｸ゛

29 9 5 5 2

防犯・安心・
見通・暗い

樹林や樹木
減らす、間引

き

落葉、木の
実等の問題

蚊、虫等の
問題

倒木の危険
鳥・コウモリ

など

53 23 20 12 4 2

剪定や草刈
り、樹高下げ

る

景観・木の
姿

伐採樹木や
強剪定が残

念

花や花壇の
管理

現状維持・
問題なし

18 13 11 7 13

花、紅葉、
実、香り、落
葉が良い

サクラ
樹種偏り、樹

種変更
メタセコイア

保存
メタセコイア

伐採
キンモクセイ

良い

19 6 4 3 3 2

記述内容と人数（一項目に賛否両方含む）

緑の良い点に関する
指摘・意見・提案

緑の問題に関する
指摘・意見・提案

植栽管理に関する
指摘・意見・提案

樹種に関連する
指摘・意見・提案

自由記述の内容（緑関係のみ）



参考 ：整備後３０年間の変化－１



参考 ：整備後３０年間の変化－２



参考 ：伝統的管理による里山林事例

コナラの里山林（若齢林）

コナラの里山林（壮齢林）


