平成 16 年 6 月 10 日発行

上北沢桜並木通信

第２号

桜並木も緑がまぶしい季節です。みなさまいかがおすごしですか。
アンケートにご協力いただきありがとうございました。おかげさまで、
結果の概略がまとまりましたのでご報告します。桜まつりの際に 126 票、
町会でご協力いただいた分が 244 票、合計 370 票の回答が集まりました。
このアンケートの結果を、これからの桜並木の保全活動のヒントとして
活用していきたいと考えています。今後ともぜひご協力ください。

◆上北沢桜並木会議（仮称）とは？
上北沢駅前の桜並木は地元住民の長い努力のもとに維持され、地域のシンボルとし
て多くの人に親しまれてきました。平成 14 年 11 月には、上北沢桜並木が「世田谷
区風景づくり条例」に基づく「地域風景資産」にも選ばれました。
しかし、この桜の木は年々弱っています。自転車や車などで傷つけられたり、老朽
化も進んでいます。
上北沢桜並木会議は、並木の維持保全に住民と行政の協働で取り組むとともに、こ
れをきっかけとして地域のまちづくりを考え、
「桜を見守るコミュニティ」をつくっ
ていこうという取り組みです。
現在、住民有志のほか、烏山総合支所の職員の方など、約 20 名が参加して、勉強
会や意見交換を行っています。興味のある方は、下記までご連絡ください。

活動についてのお問い合わせ

小松 3329-1536 和田 3302-5055(fax 専用)
佐藤 3290-2660
アンケート内容等についてのお問い合わせ 福永 3324-0365 fax3324-0376
n-fuku@gate01.com
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アンケート結果の概要
◆回答者の属性
・回答者の年齢層は、61 歳〜80 歳が一番多く、ついで、41 歳〜60 歳でした。
・性別は、女性が多く 48.4%でした。
年齢
0

20歳以下

20

40

60

80

100

160

56

41-60歳

130

61-80歳

無回答

140

7

20-40歳

81歳以上

120

141

13

23

無回答
19.2%

性別
男性
32.4%

女性
48.4%
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・居住地は、上北沢三丁目で桜並木以外の方が最も多く 235 人、ついで、上北沢以外の方が
49 人となっています。
・上北沢で三丁目以外の方は 37 名でしたが、その内訳は、4 丁目の方が 23 人で最も多くな
っています。
（下のグラフ）

住所
0

50

上北沢3丁目で桜並木沿い

100

150

200

250

30

上北沢3丁目で桜並木沿い以外

235

上北沢3丁目以外の上北沢

37

上北沢以外

49

無回答

19

上北沢で３丁目以外の方の居住地

上北沢５丁目

5

上北沢４丁目

23

上北沢１丁目

9

0

5

10

15

3

20

25

・桜並木への思いとしては、「鑑賞だけだが、楽しみにしている」「それなりに思い入れがあ
る」とい方が 268 人で同数でした。
・手間がかかる、邪魔者、桜でなくても良いという否定的な意見は少数にとどまっています。
桜並木への思い（複数回答）
0

50

100

150

200

250

300

鑑賞するだけだが、花見の
時期が楽しみで待ち遠しい

268

季節ごとに桜の花や緑と共にあり、その都度
楽しんでいたので、それなりに思い入れがある

268

桜の木を育て、手入れをして来たので我が
子のようであり、とても思い入れがある

11

花の季節は良いが日常は落ち葉の
清掃など手間がかかり困っている

11

桜の木は、落ち葉や毛虫の害が
1
多く、邪魔以外の何者でもない
街路樹を楽しむだけなので、
桜でなくてもいい

18

その他

15

回答者数
369 無効1

無回答

9

・居住地別にみると「とても思い入れがある」という方は、桜並木沿いにお住まいの方に多
く「鑑賞だけだが楽しみ」という意見は、上北沢で 3 丁目以外の人で多くなっています。

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

上 北 沢 3丁 目 ／ 桜 並 木 沿 い
100％＝30

上 北 沢 3丁 目 ／ 桜 並 木 沿 い 以 外

鑑賞だけだが楽しみ
それなりに思い入れあり
とても思い入れあり
手間がかかり困る
邪魔者
桜でなくてもよい

100％＝235

上 北 沢 3丁 目 以 外
100％＝37

上北沢以外
100％＝49
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・維持保全については、
「できるだけ切らずに残す」という意見が最も多く、ついで、道路と
の一体整備をしていくが 190 人と多くなっています。
維持・保全について（複数回答）
0

50

木の寿命はどうすることも出来ない
ので、古い順に伐採するか植え替える

100

150

200

250

300

79

植物や環境保全の専門家に見ても
らい、できるだけ切らずに残す

252

植物の育つ環境を整えるため、道路と
街路樹を一体とした環境整備を行う

190

老朽化を見るにつけ何とかしたいと
思うが、自分だけでは何も出来ない

79

桜には興味がないので、この
まま放置しておけばよい

5

その他

5

回答者数
370
無回答
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・居住地別に見ると「古い順に伐採」は桜並木に近い方ほど少なく、上北沢以外の方ではや
や多傾向があります。
・桜並木沿いの方は「道路と一体整備」が他の居住地の方にくらべて多い傾向があります。

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

上 北 沢 3丁 目 ／ 桜 並 木 沿 い
100%=30

上 北 沢 3丁 目 ／ 桜 並 木 沿 い 以 外
古い順に伐採
出来るだけ切らない
道路と一体整備
何もできない
このまま放置

100%=235

上 北 沢 3丁 目 以 外
100%=37

上北沢以外
100%=49
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・活動へのかかわりについては、
「興味はあるが活動には関われないので情報だけでも欲しい」
という方が最も多くなっています。
・活動にも関わりたいと、あるいは情報が欲しいという方で、氏名や連絡先を書いていただ
いた方が 127 名いらっしゃいました。今後何らかのかたちで、参加・ご協力いただきたい
と考えています。
活動への関わり
0

20

大いに関心があり、活動にも関わりたい

40

60

80

100

120

180

200

187

関心はあるが、積極的には
関わるつもりはない

100

あまり関心はない

11

その他

10

無回答

160

37

大いに関心はあるが活動には関われ
ないので、情報だけでも流してほしい

回答者数
365 無効5

140

20

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

上 北 沢 3丁 目 ／ 桜 並 木 沿 い
100%=30

上 北 沢 3丁 目 ／ 桜 並 木 沿 い 以 外
活動にも関わりたい
情報がほしい
活動にはかかわらない
関心はない

100%=235

上 北 沢 3丁 目 以 外
100%=37

上北沢以外
100%=49
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あります。）また、夏は葉のおかげで涼しく年寄
りにはとても優しい道だし、桜の外側を歩けば
＜桜並木への思い＞
車に対しても安全で小さい子にもやさしい道に
・最近引っ越してきたばかりなのですが、こんな
なります。
に見事な桜並木はあまり見たことがありません。 ・この頃、役所のほうでも桜に対していろいろ手
これから毎年見ていきたいと思います。
を掛けてくださる事をとてもうれしく思います。
・間、間に季節の花（実の成る木）があればいい
・私は小さい頃から桜並木沿いに住んでいますが、
・あちこちの桜を写真に撮ったが、ここの桜並木
春の花、新緑、深い緑、セミの声、木漏れ日、
は街にとけこんでいるおもむきがある
紅葉、落葉そして枝につもる雪、本当にどれも
・老桜の傷が痛々しい。一刻も早く若い世代に道
大好きです。落葉の掃除もきらいではないし、
をゆずっていただきたい。
雨の日かさについた毛虫の赤ちゃんもいい思い
・上北沢のシンボル的な景観です。
・桜並木は上北
出になっています。桜の木は大好きです。
沢の象徴であると思います。
・きれいで祭も楽し
・桜並木は私の祖父達が植えたもので大変愛着が
い。
あります。
・子供の頃の桜並木の情景が眼に浮かび通るたび
・街の価値を高める。上北沢の象徴としての場所。
に楽しみである。（季節にかかわりなく）
大切にするべきであると考える。
・桜の木の根元に季節の花、緑をプラスする。
（よ
・桜並木とその周辺の落ち着いた雰囲気が上北沢
っこいしょ、どっこいしょに屋根があるといい）
の町全体のイメージや品格のレベルアップに貢
子供用よっこいしょ どっこいしょもいいかな
献していると思い、大切にしたい。
・桜まつりの時の町会ちょうちんはいただけない
・２年前にこの地域に引っ越してきました。以前
・並木沿いにお住まいの方にだけ負担をかけて申
からあこがれていた桜並木の近くに住めること
し訳ない。世田谷区の「地域風景資産」と選定
を幸せに感じています。
されたのだから区の予算で担当してしかるべき
・桜まつりのぼんぼりは商店街までとし、最初の
・真横に住んでらっしゃる方は落ち葉や花びらそ
十字路より先は住宅地域なので景観になじまな
の他虫など問題を抱えていらっしゃるでしょう
いと思っています。
（理由＝ピンクとブルーの色
が、私はそれでも住めるのなら並木のそばに住
合いが不適当だと思います。）
めたらといつも思っている程、大切に思ってい
・年齢にもよるのでしょうが、最近の桜まつりは
ます。
あまりの混雑と出店での騒音が著しくもう少し
・花、落葉の掃除ご苦労様です。種々御意見があ
静かに愉しみたいと思います。
るとは思うが、掃除当番はいかがでしょうか？
・家の近くに保存樹木があり花の季節、落ち葉の
・落葉の清掃は量も多く期間も長いので並木沿い
季節、大変ですが、季節季節のうつりかわりが
の方々は大変だと思っています。‥‥が今頃の
あり楽しみにしています。がんばってください。
時期、見物の人でちょっとにぎわう光景はこれ
・桜並木は小さい頃からの思いが有り上北沢のシ
からも残したいです。
ンボルでも有ると思う。
・自然〜生命のある植物を育てる〜人間共生の環
・上北沢としての財産です。大切にしたいと思い
境づくりが第一。
ます。
・桜の季節になりますとながめている方々の顔も
・季節を感じる
とても優しく感じられます。どうぞ良い環境を
・楽しみな桜の花の時期、趣味の良くない提灯を
守って欲しいと思います。
ぶら下げるのはやめていただきたい。提灯の是
・樋のつまりに閉口。桜の根本に犬の糞をそのま
非を問う質問を入れていただきたいと思いまし
まにして去る女性を見かけます。その他、煙草
た。
の吸殻、空缶の投げ捨てもあり、年寄の身に毎
・子供の頃よりずっと桜と共に成長してきました
日の清掃は大変です。
が落葉の手入れや虫の問題には相当悩まされま
・ご近所の方々が落葉の始末をされているのを見
す。心ない言葉をかける人々や落葉の中に犬の
るにつけ、申し訳なく思っております。町会の
糞など困っています。
環境部がありながら何かできないのでしょう
・桜並木があることによっていろいろな方々の思
か？
い入れがあり、その為により、上北沢一丁目、
・私のふるさとである（子供の頃の思い出）
－特に桜並木沿い－の土地の経済的な価値が維
・落葉はそれなりに意味がある。お住まいの方は
持できています。ありがたいことだと思います。
仕方がないのでは‥‥
・上北沢の環境は桜並木でもっている。現在にな
・薬剤散布のおかげで毛虫の害はほとんどありま
い古き良き癒しは他に少なく成城地域と似てい
せん。
（昔は部屋の中を毛虫が歩いていた記憶が
る希少価値

自由回答の中の主な意見を抜粋します。
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・桜並木のみにこだわっていません。
・この地に住んで５４年、わが身の一部のような
思い入れがあります。老化する木を見て、とて
も痛ましく思います。今回のような企画をあり
がたく思います。
・桜並木がなくなってしまったら上北沢は何の特
徴もない街になってしまう気がします‥‥。
・緑を必要とする
・毛虫が困る

＜保全について＞
・
「できるだけ切らない」というのはナンセンスの
考え方。根への水分、栄養素の供給ができる環
境と条件を整えることを考えることがファース
トステップだと思います。
・人優先の通りとし、若い木も植える
・古くて朽ち果てるようなのは切り、新しい樹を
植える必要がある。日本人は何でも切って道路
を作ってコンクリートがためにするがもっと古
いものを大切にして日本独自の文化を守って誇
りに思って欲しい。
・樹齢２０００年の桜というのも見たことがあり
ます。
（そめいよしのではないのですが‥‥）そ
の時、どうしたらこのように長く保存できるの
か不思議に思いました。長く残せるものなら残
したいけれど、無理なようなら、植えかえ等し
て長くこの素晴らしい景観は残して欲しいと思
います。
・植え替えられた木に細いながらも花が咲いてる
のを見ると駄目になったものから順に植え替え
る、そして植物の育つ環境を整える。一時期的
なものでなく３０年、５０年先を見て。
・住宅事情が一変化している。大木は広い場所に
して居住者の迷惑のないように甲州街道の等の
排気ガス等々あり考え直して欲しい。
・桜の木の根元がごみ置き場になっていて、これ
では枯れてしまうといつも思っております。
・要望その他書きたいことはたくさんありますが
‥桜並木沿いに住む者の身を少し考えていただ
きたい。以前は竹箒を配ってくださったことも
ありますが、すぐ減ります。とにかく大変です。
・我が家にも夷子の老木はありますが毎年伐採す
るしかなく、悩んでいます。落葉では始末は大
変ですが春先の花を見るにつけ、かわいそうで
切れないで居ります。思案は同じです。
・桜の木の成長は結構早いです。
・下高井戸などと比べ木が老年化している。若い
木も植えて並木の勢いに力強さが欲しい。
・桜が同時にかれることはないと思います。
（植え
る時すでに樹年齢に差があったと思いますし、
又、日照その他の関係で長い間に相当の差が生

・古木の桜もたくさん残っているので貴重な自然
なのでできるだけ残してほしい
・良い住宅地はたくさんあっても、緑の木立ちに
囲まれた地区はほとんど見あたりません。夜遅
くにタクシーで帰った際、ドライバーの多くが
ここは良いところですね、他にはなかなかない
ですよ、と言及します。

じますので‥‥。）
・桜の生育環境として今の道路舗装が水分を通す
アスファルト舗装なのかどうか、このような環
境整備がなされているのでしょうか。
・植物の保全には根元の土を固めないこと、土を
むき出しだけではなく、鉄の格子等を踏まない
ようにする
・木の根元がコンクリート舗装で固められている
のは、木が成長するにつれ根が盛り上がること
もできず、雨水も地下に浸透するには土の部分
が少なすぎと思う。もっと根本の土の部分を広
げるとか、メッシュ舗装にしたり、雨水が根に
浸透するようなことを考えるべきだと思う。
・できるだけ切らずに残すと共に新しい木を植え
る。植え替える。
・環境を整えて桜の木に長生きして欲しいと思い
ますが住宅地の中ですから大変難しいと思いま
す。桜並木沿いの住民の方への配慮と手助けを
もっと考えるべきです。
・道路と街路樹を一体とした環境整備ができれば
一番良いと思います。が元々それだけの道幅が
ありませんから無理ではないでしょうか。この
頃４、５年位お手入れをして桜を守って頂いて
ありがたいと思っています。
・日本の銘木で２５０年も生きている桜があると
いいます。人の手で保護が加えられ、毎年見事
に開花しています。何もせず「寿命」をちぢめ
るのではなく、積極的に「延命」する方法を望
みます。
・かなり桜の幹の元部分のスペースが狭いので舗
装を透水性のあるものにするとかグレーチング
部分を増やし、肥料、栄養剤等を施す必要があ
ると思います。
・桜の寿命は 50〜60 年ともいわれますが、専門家
の意見も取り入れ、最適な方法を講ずるべきと
考えます。
・ご年配のお宅への対応は、地域の問題として考
えれば解決策はあると考えます。
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