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－４月１日(土)２日(日)－ 

上北沢桜並木会議では、入り口付近のブースに
おいて以下の展示を行う予定です。 
🌼まちの歴史 
🌼桜の現状 
🌼上北沢ＭＡＰ 

なお、皆様に無料で以下のＭＡＰ
等を差し上げます。 
♣「上北沢ＭＡＰ」（桜並木会議

オリジナル） 
♣「せたがや風

景ＭＡＰ」 
（世田谷区） 
♣クイズコンテ

ストブック 
（世田谷区） 

 

 

 

 －５月２５日－ 

桜並木会議では、皆様からご協力いただいた活動資金をもとに、精一杯活動

できる人がだんだんと少なくなる中で、桜並木のことは勿論のこと、地域の

問題点・課題についていろいろな方々と議論をし、協力をしてきました。 

それらの総まとめとして、平成 28 年度 1 年間の活動をご報告いたします。 

また、次年度（平成 29 年度）の活動計画案を提示し、ご議論いただきます。 

平日の午前中ということで、お忙しいところ恐縮ですが、是非ご出席ください。 

日時：５月２５日（木） １０時～１１時 
場所：上北沢区民センター 料理講習室（京王線上北沢駅南口下車３分） 

③ 平成２８年度活動報告と会計報告  ②平成２９年度活動計画と予算計画 
③上北沢桜並木の現状と今後の維持活動について 
④上北沢および周辺地域の問題点と課題について  ⑤その他 
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 －２月２６日 (日 )－ 

♥上北沢桜並木の『新しい桜』 
昨年の「樹木精密診断」の結果を受け、行政側（世田谷区）と診断を行った樹木医、それ
と桜並木会議事務局で維持管理の方向性を協議しました。 
桜並木会議では、なるべくなら伐採しないで維持管理する方法を願っていました。 
しかしながら、最も重要なことは桜そのものが倒木し、いろいろな面で被害が出ることで
す。精密診断は幹の中の診断映像を作成し、腐朽（空洞）状況を測定します。それを基準
に倒木の危険性を判断します。 
24 本の精密診断の結果では、４本の桜が倒木の危険が大きいということでしたが、その
内の１本は上部を軽くすることで対処しました。残りの３本は伐採し、新しい桜を植え替
えることにしました。 
折込み別紙にある図表の№32、№43、№50の３本の桜が新しく植え替えた桜です。 
樹種は、街路樹としては雑菌に抵抗があるといわれる『シンダイアケボノ』です。 
桜並木会議では住民の方々の声で、上北沢の桜は『ソメイヨシノ』が一番良いという思いは
ありましたが、毎年のように植え替えが生じる現状から、樹種を選択しました。 
『シンダイアケボノ』は、上北沢の桜並木に都合５本となりました。 
新しく植
えた桜は
６～８年
を経過し
たもので
あり、今
年もきれ
いな花が
咲くこと
が保証さ
れていま
す。 
 

 

 

♣花芽観察会 2 月 26 日(日) 
講師：石井誠治樹木医 
花芽観察会は朝から良く晴れ、風もなく、暖かい中で行われました。 
参加者は、ご近所にお住まいの方も、チラシや
ビラをご覧になってご参加くださいました。 
今年は、桜並木の大手術後の観察会であり、樹
形や根元を観察して評価する石井樹木医の判断
に注目が集まりました。 
観察結果については折込み別紙に示したとおり
です。＜以下、ＡＢＣランクで説明＞ 
●「Ａ」から「Ｂ」に変わった桜が２本あります。 
●「Ｃ」の桜が２本ありますが、「危険度はさら

に増している」との評価です。 
●2013 年から 2016 年まで毎年１本ずつ植え

替えていますが、その新しいサクラにも成長
の優劣が出てきています（すべて「Ａ」です）。 

●今年新しく植えた桜は、比較的多くの花芽が
ついています。 

№３２ №４３ №５０ 
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♠伐採された桜の切り口 

伐採の手順：細かな枝を落とし ⇒ 徐々に大きな枝を落とし ⇒ 後に幹を伐採し 
⇒ 根をすべて抜き取ります。 

以下は、樹高１ｍの切り口の写真です。 
伐採した桜の断面（断面位置は地上高約 1ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり協議会では… 目黒のサクラ保全事業報告会 ・

植え桝の中の土を補充 上北沢公園の改良工事完了 ・

◆まちづくり協議会では・・・ 

「上北沢駅周辺地区のまちづくり」をテーマに行政を交えて住民間で協議を開始し
てから約 10 年になります。 
その間に京王線の高架化が決定され、街の姿は大きく変わろうとしています。 
平成 28 年度に 10 回開催された協議会では、世田谷区と京王電鉄からの立体化事
業の進捗状況の説明もありました。 
平成 29 年度は「地区まちづくり計画」の実現に向けて、学習会、見学会を実施し、
以下の課題について検討を重ねる予定です。 

●交通ネットワークのあり方、とくに鉄道南側の側道の利用計画 
●駅前交番の整備に関する要望 
●その他鉄道高架下利用等、駅周辺整備のあり方 
次回協議会予定 日時：５月 10 日（水） 19 時～21 時 

場所：上北沢区民センター会議室 

◆「目黒のサクラ保全事業報告会」に参加しました 3 月 4 日(土) 

この催しは、目黒区みどりと公園課が主催して開催
する「桜の保全事業報告と啓蒙活動」の一貫です。 
目黒区には、多くの桜の名所がり、開花時にはたく
さんの人出でにぎわっています。 
しかしながら、街路樹に関しては、行政の一方的な
維持管理が多く、住民参加の活動はなかなか育って
いないのが現状だそうです。 
そこで隣接区である世田谷区の「さくらを守る活動」
を行っている実体験を紹介する形で参加しました。 
上北沢桜並木会議の活動は世田谷区の中で代表する
ものではありませんが、10 年以上の実績があることで実例を報告しました。 
目黒区には平成 25 年度から実施している「サクラ基金」があり、多くの人から賛
同を得ているようです。こういった基金は世田谷区にはありません。 

№３２ №４３ №５０ 
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上北沢桜並木会議とは？ 

上北沢駅前の桜並木は、８０年余前に開発された住宅地に植えられ、その後、地域のシンボルとして､地元の人々

に親しまれながら、近代化の時代の流れの中を生き抜いてきました。 

桜並木を中心とした街区は､昭和５９年には｢せたがや百景｣に､平成１４年には｢世田谷風景づくり条例｣に基づく

｢地域風景資産｣に、選ばれています。  

桜を大切にする心を種として生まれた､上北沢桜並木会議は､地域のコミュニティとしての役割を果たすことをめ

ざしています。 

お問い合せ：info@sakuranamiki.org     連絡先：石井 昭 TEL:3303-1524 

【平成２８年度　会費納入者】 ［順不同・敬称略］

個人 青木俊江 青木昭明 荒井都志子 飯田政之 石井昭 石井誠治 石井玲子 石川晴男 石野行宣 伊藤万喜子･文雄
稲垣道子 稲田信之 井上雅人 井上慶子 上野昭一 受川包子 遠藤三枝 大澤義正 大野邦子 大橋真理
岡田慎太郎 奥住弘子 落合貴之 乙竹和子 勝村静子 金井文彦 上村米 川瀬裕一郎 河原塚晴江 北林ゆき
君島敦子 栗林弥 小作昭子 小宮幸子 近野哲也 斎田泰彦 齋藤靖彦 ｻｲﾄｳﾕﾀｶ 佐藤千枝子 眞田芳男
柴田好恵 下田道子 杉浦弘和･昌子 杉江靖子 杉山正範 関口宏 曽根田道子 田尾浩 高木加津子 高橋孝
竹村健 田中優子 玉川博記 田村明義 辻和男 土屋徳之助 寺倉恭尚 内藤雄一 永井令子 長尾利雄
長峰博明 長峰久美子 長峰朋子 中村正明 中村洋一 難波誠一 新田ノブ子 野口欣一 野口幸男 野田有一
萩原礼人 花田晴子 林昌二郎 原哲也 原由子 東哲也 福永順彦 福永成子 福山浄加 藤井邦宏
藤田則大 藤本彩子 星野慎一郎 星野真理 細田(野口)妙子 堀江ミユキ 堀川主計･雅子 牧野勤 松井伸崇 皆川賢一
村上勧 元木秀夫 森田英介 八木崇 安武緑 山口雪子 山崎曜 山崎耕宇 山室和夫 山室善博
吉川仁 吉田邦子 和田和典 綿谷洋

法人 (株)アリーナ　おがわ整骨院　桂眼科クリニック　(株)川越屋［浅倉哲三］ (株)幸作　サンヨーホームズ(株)

◆植え桝の中の土を補充してあります 
桜並木の植え桝は、雨や風で土が無くなってきています。 
夜間の暗いところでは、非常に危険なので区に伝えて
改良をしてもらいました。 

◆上北沢公園の改良工事が完了しました 
松沢病院の北東側にある上北沢公園が施設を新しくし
てオープンしました。 
以前より面積的には若干狭くなりましたが、新しい遊
具とトイレが利用でき
るようになりました。 
地元の人の協力で、花
壇にパンジーをはじめ
多くの花が植えられ、
訪れる人の心を癒して
くれます。 
早速多くの子供達が遊
んでいました。 

 

 

 

皆様のご協力により活動資金をいただき、通信やホームページに示している活動が
できました。ありがとうございました。 
なお、資金を出していただいた方は個人会員 105 人、法人会員 6 社であり、資金
の総額は 246,000 円でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●桜並木会議が行う月例会(第３火曜日18:00～)や行事等に、是非ご参加下さい。会議の場所は
ＨＰ（http://www.sakuranamiki.org/）をご覧下さい。 

●桜並木会議の活動状況は、ＨＰ（http://www.sakuranamiki.org/）で報告していますの
で、ご覧下さい。 

№１４の桜 


