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年月日 市民 市

７月 ５日 ●第１回日立市さくらのまちづくり推進市民会議

（設立総会）

８月 ６日 ●第１回策定検討会議

庁内関係課所

４３課所

９月 ９日 ●市民アンケート（～９月２２日）

対象者 市民２,０００人

回答数８２１人（回収率約４１％）

１０月 １２日 ●第２回策定検討会議

２１日 ●第２回日立市さくらのまちづくり推進市民会議

１１月 ２２日 ●第３回策定検討会議

１月 １９日 ●第４回策定検討会議

（書面開催）

２月 ８日 ●第３回日立市さくらのまちづくり推進市民会議

（書面開催）

２１日 ●パブリックコメント（～３月７日）

意見提出者 ２９人

意見件数 ５４件

３月 ２５日 ●第４回日立市さくらのまちづくり推進市民会議

１ 策定検討体制

(1) 策定経過

(2) 策定検討組織

ア 日立市さくらのまちづくり推進市民会議 ２０人

・「さくらのまち日立」の原風景を次の世代に引き継いでいくため、官民協働により

さくらのまちづくりを推進していくことを目的とし、令和３年７月５日に設立

・ 市長が委嘱する、市民団体、教育関係団体、産業界、市関係機関及び学識経験者の

委員で構成

・さくらのまちづくりに関する専門的な知識を有するアドバイザーを設置

・本会議が計画策定委員会の役割を担い、基本計画の内容を審議

・令和３年７月から４回開催

イ さくらのまちづくり基本計画策定検討会議 庁内４３課所

・ 庁内各部課所の事業計画について、横断的に情報共有を図るとともに、各種施策と

の整合性を図りながら、基本計画に反映するため開催

・庁内関係課所４３課所の課所長で構成

・令和３年８月から４回開催
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日立市さくらのまちづくり推進市民会議委員名簿																																																																																																																																		

																																																									（順不同・敬称略）

氏 名 所属団体名 備 考

小栁 武和 茨城大学 会 長

鈴木 裕一 日立市学校長会 副会長

今井 建夫 花樹の会 副会長

和田 孝子 茨城県北日本花の会 監査役

三澤 俊介 日立商工会議所 監査役

岩間 廣道 日立市コミュニティ推進協議会

金丸 さつき 日立市立小・中学校ＰＴＡ連合会

稲川 修
（株）日立製作所エネルギービジネスユニット

日立事業所

池辺 明文

（平田 章）
ＪＸ金属（株）日立事業所

木村 亮

（安部 雄二）
三菱重工業（株）日立工場

古賀 寛之 東京ガスネットワーク（株）日立支店

小川 郁夫 東日本旅客鉄道（株）水戸支社

坂本 修一 （一社）日立青年会議所

田所 保行 （一社）日立市観光物産協会

水庭 博 茨城県庭園樹協会県北日立支部

臼井 多賀子 日立市緑化審議会

大内 正典 日立市環境審議会

加古 由岐子 日立市子ども・子育て会議

小林 功 平和通り・かみね公園さくら名所１００選委員会

舘澤 徹 鞍掛山さくら１００年委員会

氏 名 所属団体名 備 考

和田 博幸 （公財）日本花の会（樹木医） アドバイザー

（3）策定検討組織名簿

※氏名の（　　）は前任者
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２ 本市の桜の歴史

（1）日立鉱山の創業

明治３８（１９０５）年、久
く は ら ふ さ の す け

原房之助は赤沢銅山を買収し、その名を村名の「日立村」

にちなんで「日立鉱山」と改称し、近代的な鉱山の経営に乗り出しました。

日立鉱山は、当時の最新技術による探鉱を進め、多くの鉱床を発見し、大規模製錬所建

設を行うなど事業を拡大しました。しかし、鉱山が発展していった一方で、排出される鉱

煙の量が増加し、周辺地域の農作物や草木が枯れるなど、予想を上回る煙害が発生してし

まいました。

（2）煙に強い植物を探して

日立鉱山の庶務課長であった角
か ど や た ろ う

弥太郎は、明治４１（１９０８）年に伊豆大島の噴煙地

帯にオオシマザクラが自生することに着目し、鉱山の社宅周辺にオオシマザクラの試験植

樹を行いました。翌年には、日立村大字宮田字福内（現在の本宮町）に農事試験場を設置し、

煙と植物の因果関係をさぐり適正な補償に役立てるとともに、耐煙性植物の開発や苗木の

育成等に大きな役割を果たしました。

久原房之助赤沢銅山探鉱所　１９０５年頃

煙害に強いとされるオオシマザクラ 角弥太郎
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（3）大煙突の建設

煙害克服のため、鉱山は周辺住民への補償や煙の排出を抑えるための様々な取組を行い

ましたが、解決までの道のりは険しいものでした。

当時は、煙をできるだけ薄くして、低い煙突から排出し、煙を低い位置にとどめること

が煙害を軽減する最良の方法であると学者・政府・業界の多くが信じていましたが、久原

は火山が高く煙を噴いてもさほど煙害をもたらさないことや、小坂鉱山での経験から、高

い煙突を建設すれば、煙は悪天候の場合を除いて概して遠方に拡散すると確信していたこ

となどから、大煙突の建設に踏み切りました。

そして、大正３（１９１４）年に当時世界一の大煙突（高さ１５５. ７m）を完成させ、

翌年から通煙を開始し、気象観測をもとに溶鉱炉の操業率を変えて、煙を調整する対策も

併せて行ったことにより、煙害は激減していきました。

（4）オオシマザクラの植林

農事試験場においては、煙害に強い樹木の研究が続けられ、オオシマザクラの苗木育成

にも成功しました。大煙突の完成により煙害状況が一変すると、角はただちに自然環境を

回復させるために、オオシマザクラ、ヤシャブシ、スギ、ヒノキ、クロマツなどの煙に強

い苗木を使って植林を開始しました。

その後約１８年間の植林の面積は延べ約１，１９０ha に達し、植えられた苗木は約

５００万本を超えました。そのうちオオシマザクラは、約２６０万本が植林されたと推測

されています。

また、日立鉱山による植林とともに、周辺地域の希望者に対する苗木の無償配布も大規

模に行われ、大正４（１９１５）年度の日立村ほか、１７町村に対する２９万本を始め、

昭和１２（１９３７）年度までの２３年間に約５００万本もの無償配布が行われました。

そのうちオオシマザクラの苗木は約７２万本に及ぶと言われています。

日立鉱山の大煙突
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（5）さくらのまち日立へ

オオシマザクラの苗木がうまく育つようになると、農事試験場では、この苗木に接ぎ木

して、ソメイヨシノの苗を多量に作り出しました。

日立鉱山所長の角弥太郎は、この花の美しさに着目して、大正６（１９１７）年に社宅、

学校、道路、鉱山鉄道沿いなどに約２，０００本のソメイヨシノを植樹しました。これが

本市の春を彩る桜の原点になりました。

日立製作所日立工場長の高尾直三郎は、角弥太郎の桜に対する業績を忘れまいと、昭和

９（１９３４）年、諏訪台の公園に自筆による碑面の記念碑「桜塚」を、自費で建立しました。

日立市の桜には、ただ美しいだけではなく、その背景に地域の煙害克服の歴史と、自然

環境回復のために懸命に努力を続けた人々の歴史が秘められています。

この歴史をもとに、新田次郎氏は昭和４３（１９６８）年に小説「ある町の高い煙突」

を執筆し、令和元（２０１９）年には同名の映画が製作されました。

（6）日立の桜の今

その後も、公園や街路樹、学校などの市の施設や民間の工場などに植えられた桜は多く

の市民に愛され、春にまちを華やかに彩ります。

平成２（１９９０）年には、平和通り・かみね公園が日本の「さくら名所１００選」に

認定され、毎年４月に開催される「日立さくらまつり」では、平和通りが約１㎞の桜のト

ンネルとなり、訪れる市民や多くの観光客を笑顔にする、本市の貴重な財産となっていま

す。

ある町の高い煙突（映画）

オオシマザクラが咲き誇る神峰山
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（7）本市の桜に関する歴史年表

和暦・西暦 主な事項

明治３８（１９０５）年 久原房之助が赤沢銅山を買収。「日立鉱山」と改称し創業する。

明治４０（１９０７）年 入四間・下・笹目集落で煙害に関する初の交渉が行われる。

明治４２（１９０９）年 煙害激化。交渉により賠償金の支払、苗木の配布などの協定を
結ぶ。
被害地域拡大（日立、豊浦、高鈴、国分、久慈）。

明治４３（１９１０）年 オオシマザクラを中心に約２１ha の植林を開始する。
小平浪平が日立製作所を創業する。

明治４５（１９１２）年 オオシマザクラの苗木３, ０００本を入四間集落に無償配布する。

大正３（１９１４）年 オオシマザクラの種子から苗木を育てることに成功する。
大正４（１９１５）年 １５５．７m の世界一の「大煙突」が通煙を開始。煙害が激減する。

（大煙突完成は大正 3 年）
自然回復のため、鉱山付近から周辺山地一帯に植林事業を開始。
昭和 7 年までに約１，１９０ha の山野に約５００万本（うちオオ
シマザクラは約２６０万本）植林する。この頃から昭和１２年
まで周辺地域の希望者に、苗木約５００万本（うちオオシマザ
クラ約７２万本）を無償配布する。

大正６（１９１７）年 オオシマザクラの苗木を台木としてソメイヨシノを接ぎ木し、
約２，０００本を鉱山社宅・学校・通路・鉱山電車沿線などに植
える。（当時の日立鉱山所長は角弥太郎）

昭和３（１９２８）年 御大典記念行事（昭和天皇即位）の一環として、本山から大雄
院までの県道沿いなどに、ソメイヨシノ７００本が本山住民の
勤労奉仕で植樹される。

昭和９（１９３４）年 日立製作所日立工場長の高尾直三郎が角弥太郎の桜に対する業
績を記念し、諏訪台に「桜塚」の石碑を建立する。昭和１７年
までに日立製作所社宅周辺（会瀬・山根・上の内・石内）、日立
総合病院周辺、多賀病院周辺にソメイヨシノが植樹される。

昭和２６（１９５１）年 平和通り（国道 6 号～けやき通り）に国土緑化運動の一環とし
てソメイヨシノ７５本が植樹される。

昭和２８（１９５３）年 かみね公園が開園。神峰公園整備促進会による献木運動で桜
１０８本が植樹される。
その後も植樹が進む。

昭和３８（１９６３）年 日立さくらまつりが始まる。

本市の桜に関する出来事を取りまとめた年表です。
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和暦・西暦 主な事項
昭和４３（１９６８）年 日立市の煙害克服の物語である「ある町の高い煙突」が新田次郎

によって小説化される。
昭和５２（１９７７）年 日立市の花に「サクラ」が制定される。

平和通り（日立駅～けやき通り）にソメイヨシノが植樹され、約
１km に計１１５本の桜並木が完成する。

昭和５７（１９８２）年 日立ライオンズクラブの寄贈により「大学通り」に八重桜など
８６本が植樹される。

平成２（１９９０）年 日本の「さくら名所１００選」に「かみね公園・平和通り」が認
定される。

平成７（１９９５）年 花樹の会が桜実態調査を実施し、市内に１４, ０００本の桜があ

ることを確認する。（山間部は除く）花樹の会が助川山へのヤマ

ザクラ植林を開始し、平成１２年までに約２, ６００本を植林す

る。

平成９（１９９７）年 日立市さくらのまちづくり市民会議が提言書「日立らしさを活
い

か

したさくらのまちづくりに向けて」を市に提出する。

久慈町観光協会と花樹の会がみなと町に河津桜・修善寺寒桜を試

験植樹する。

平成１１（１９９９）年 市制６０周年を記念して「私の好きな地域のさくら２２選」が選

定される。

熟年ネット・ひたち、商工会議所の共催で「さくらと産業遺産を

観るバスツアー」を開催する。

平成１２（２０００）年 さくらのまちづくりを進める市民の会と地元児童・生徒が協働で

かみね公園の桜の実態調査を実施する。

平成１３（２００１）年 「第１３回全国さくらサミット IN ひたち」を開催し、加盟自治体

提供の苗木を記念植樹する。

小木津駅の極早咲きの桜の名称を市民公募で「日立紅寒桜」と命

名する。

平成１５（２００３）年 日高公民館に日立紅寒桜の二世を「かみあい中央児童公園」より

移植する。樹高約３m（１１月３０日移植）

平成１６（２００４）年 市民ボランティアにより、本山地区県道日立山方線沿線にオオシ
マザクラ 45 本を植樹する。

平成１８（２００６）年 「日立紅寒桜」が種苗法に基づき品種登録される。（品種登録名：
日立紅寒）

平成１９（２００７）年 「日立紅寒桜」が商標登録される。
平成２６（２０１４）年 市民と協働で、かみね公園の桜の実態調査を実施し、約４割の桜

が不良であると判定される。
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和暦・西暦 主な事項
平成２９（２０１７）年 全国さくらシンポジウム in 日立開催。

「おぎつやよい」が種苗法に基づき品種登録される。
「ひたち雅」が新品種として（公財）日本花の会に認定される。

令和元（２０１９）年 平和通り桜更新実施計画を策定。
日立市都市建設部さくら課が発足。
新田次郎著「ある町の高い煙突」が映画化。

令和２（２０２０）年 桜の日常管理と保全についてのリーフレット「ずっといっしょひ
たちのさくら」を発行。

令和３（２０２１）年 日立市さくらのまちづくり推進市民会議を設立。
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No 施設名 地区 分類
調査内容

所在地診断
本数 その他調査

１ かみね公園 本庁 公園  ２１ 透水試験・
土壌貫入 日立市宮田町５丁目２－２２

２ 十王パノラマ公園 十王  公園 ３６ 透水試験・
土壌貫入 日立市十王町友部１０８５－６

３ とのうち児童公園 本庁  公園 ３ 日立市東町２丁目５

４ 桜川緑地 多賀    公園 ５ 土壌貫入 日立市桜川町３丁目１２

５ 十王川沿い 十王 街路樹 ３ 日立市川尻町４丁目

６ みなと町(瀬上川沿) 南部   街路樹 ３ 日立市みなと町６－１付近

７ 助川小学校 本庁   学校施設 ３ 日立市助川町２丁目１５－１ 

８ 大久保小学校 多賀  学校施設 ３ 日立市末広町１丁目１－１ 

９ 中里小学校 西部  学校施設 ３ 日立市東河内町１９０９

１０ 日立駅 本庁   その他 １ 日立市幸町１丁目１

１１ 日高交流センター 北部   交流施設 ３ 日立市日高町２丁目２－１

１２ 奥日立きららの里 中里 観光施設 ２２ 透水試験・
土壌貫入  日立市入四間町８６３－１

３　桜の基礎調査結果 

（1）調査内容と対象地

日立市内の各地区の桜を対象として基礎調査を実施した。

調査項目は、樹木の状態を把握して樹勢衰退原因を確認するための外観診断、土壌環

境を把握するための土壌透水性、土壌硬度の調査を実施した。

（2）調査項目及び調査期間

調査項目：外観診断・土壌環境調査（長谷川式簡易現場透水試験・土壌貫入試験）

令和元年度調査　実施期間：令和２年２月１０日（月）～２０日（木）

令和２年度調査　実施期間：令和２年９月２８日（月）～１２月４日 (金 )
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（3）調査方法

対象となるエリアそれぞれから各々３本程度を抽出し外観診断を通じて倒伏の危険

性の有無、樹勢衰退原因を調べた。診断には、東京都街路樹診断マニュアルを参考に

日立市外観診断カルテ（図１）を独自に作成し使用した。

ア　外観診断の方法

図１　日立市外観診断カルテ
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イ　土壌環境調査の方法

土壌透水性及び土壌硬度の調査内容の詳細を以下に示す。

（ｱ）土壌透水性

土壌透水性は長谷川式簡易現場透水試験器を用いて実施した。

対象とした位置にそれぞれ深さ約６０cm の試験孔を掘り単位時間当たりに透水す

る量を計測した。予備注水として１０cm 程度まで目盛が上がるまで注水し、約３０

分経過後に本試験を行った。

長谷川式現場透水試験による判断基準は表１に示した。

最終減水能

(mm/Hr)

減水速度換算

（cm/sec）
判定基準 予想される障害

10 以下 2.8 × 10  以下 不良 湿り枯れ

10 ～ 30 2.8 × 10 ～ 8.3 × 10 やや不良 枯れ枝等

30 ～ 100 8.3 × 10 ～ 2.8 × 10 可 -

100 以上 2.8 × 10　以上 良好 -
-3

-4

-4

-4

-4

-3

表１　長谷川式現場透水性試験の判断基準
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（ｲ）土壌硬度

土壌硬度は長谷川式土壌貫入計を用いて、上記とほぼ同位置で測定した。

長谷川式土壌貫入計による判断基準は表２に示した。

エリア 所見のまとめ

かみね公園 《エリアの特徴》

丘陵地になっているため海の風が当たりやすい。土壌は𠮷田正音楽記念館周

辺の一部を除き透水性は良好であるが、全体に固結している傾向がみられた。

傾斜地では、土壌の流亡が発生していると考えられる。夏場は全体的に乾燥

傾向にあると考えられる。マツが多く植樹されており、ソメイヨシノを被圧し

ている箇所がある。公園で人の来訪が多いため、危険木や危険枝の除去等の安

全確保が求められる。

《樹木の特徴》

全体に老齢木が多く、主幹部の開口空洞や大枝が枯損しコフキタケやベッコ

ウタケなどの心材腐朽菌の子実体が多く見られた。また、大枝のスタブカット

痕が原因となっている大枝腐朽も多く見られた。

《対策》

ゾーニング等の計画策定及び配置の見直しによる被圧の解消。施肥や土壌改

良の実施。腐朽部の切り戻し。乾燥時期の水やり。り病枝・危険枝の除去。踏

圧の解消。

S 値 (cm/drop) 根の侵入の可否 硬さの表現 対応する山中式硬度（㎜）

0.7 以下 多くの根が侵入困難 固結 27 以上

0.7 ～ 1.0 根系発達に阻害あり 硬い 24 ～ 27

1.0 ～ 1.5 根系発達に阻害樹種あり 締まった 20 ～ 24

1.5 ～ 4.0 根系発達に阻害なし 軟らか 11 ～ 20

4.0 以上 〃 （低支持力、乾燥） 膨軟過ぎ 11 以下

表２ 長谷川式土壌貫入計の判断基準

（4）調査結果
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エリア 所見のまとめ

十王パノラマ公園 《エリアの特徴》

西側に十王湖、その他の方角は山や森に囲まれているため、冬季は市街地よ

りも気温が低い。霧が発生しやすい場所であると推測される。ソメイヨシノの

他に様々なサトザクラ類も植樹されている。

全体的に密植や周辺の樹木からの被圧の影響を受ける個体が多い。土壌は、

腐植が溜まり良質な土壌が形成されている場所と造成され山砂で固結している

場所がある。広場になっている場所では、踏圧を受ける。公園であるため、危

険木や危険枝の除去等の安全確保が求められる。

《樹木の特徴》

密植や被圧の影響を受け樹高１０ｍ以上の個体が多い。切断痕からの腐朽部

露出・開口空洞がみられる。テングス病り病枝が多発している。

《対策》

ゾーニング等の計画策定及び配置の見直しによる被圧の解消。施肥や土壌改

良の実施。腐朽部の切り戻し。り病枝・危険枝の除去。踏圧の解消。

とのうち児童公園 《エリアの特徴》

住宅地の中の公園で四方が道路に囲まれている。日当たり自体はとても良好

であるが、ソメイヨシノが密植されているため被圧がかかる。土壌は、来園者

による踏圧を受けるため固結している。来訪者が多いため、危険木や危険枝の

除去等の安全確保が求められる。

《樹木の特徴》

ソメイヨシノが密植され被圧がかかっているため、樹高１０ｍ前後の老木が

多い。敷地の周囲に植えられており、道路側の大枝が定期的に切断されるため

樹形が悪い。切断痕や入り皮から腐朽が進行しベッコウタケやコフキタケ等の

心材腐朽菌の子実体が多数観察される。踏圧によって土壌が固結しているため

露出根がみられる。

《対策》

ゾーニング等の計画策定及び配置の見直しによる被圧の解消。施肥や土壌改

良の実施。腐朽部の切り戻し。り病枝・危険枝の除去。
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エリア 所見のまとめ

桜川緑地 《エリアの特徴》

桜川周辺にソメイヨシノが植えられている緑道。エリアによっては、根元に

ツツジやササなどが植栽されている場所がある。緑道になっている場所では、

踏圧により土壌が固結している。川沿いで湿度は高いと考えられる。また、緑

道に沿って車道となっている場所もあるため、道路側に出た枝は定期的に切断

される。

《樹木の特徴》

全体的に密植気味で被圧を受けているため樹高が１０ｍ以上となった個体が

多い。大枝や主幹の亀裂の腐朽が見られる。樹皮の枯損や結合部の変状が見ら

れる。テングス病り病枝、コスカシバ食害痕が多い。

《対策》

ゾーニング等の計画策定及び配置の見直しによる被圧の解消。施肥や土壌改

良の実施。腐朽部の切り戻し。り病枝・危険枝の除去。軽減剪定。

十王川沿い 《エリアの特徴》

十王川沿いの道路の両端にソメイヨシノが植樹されている。川沿いのため湿

度が高い。土壌は、砕石が転圧されており道路脇に自動車が止まるため非常に

踏圧を受け固結している。車道側には、電線があるため道路側の大枝は強剪定

を受ける。

《樹木の特徴》

全体的に密植気味で被圧を受けるため樹高が１０ｍ以上となった個体が多い。

道路に面している大枝や電線に絡む可能性がある大枝は、繰り返し剪定を受け

るため剪定痕より腐朽が生じている。樹幹部からコフキタケ子実体が発生して

いる個体があり打診音異常がみられる。

《対策》

ゾーニング等の計画策定及び配置の見直しによる被圧の解消。施肥や土壌改

良の実施。腐朽部の切り戻し。り病枝・危険枝の除去。
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エリア 所見のまとめ

みなと町 《エリアの特徴》

河川沿いの植樹升にカワヅザクラが植えられており、川の反対側のグランド

の敷地にソメイヨシノ、日立紅寒桜が植樹されている。海が近いため海風の影

響を受けると考えられる。

《樹木の特徴》

植樹されてからの経過年数の割に生長量が少なく樹高が低い。グランド周辺

に植えられている日立紅寒桜とカワヅザクラは、有効土層が薄く周辺が砕石で

転圧されているため根の伸長にとって悪条件である。

《対策》

ゾーニング等の計画策定及び配置の見直しによる被圧の解消。施肥や土壌改

良の実施。腐朽部の切り戻し。り病枝・危険枝の除去。

助川小学校

大久保小学校

中里小学校

《エリアの特徴》

エリアの特徴：グラウンドや校庭の周囲に沿って植樹されている。全体的に

密植や構造物が原因で被圧されているものが多い。学校施設であるため危険木

や危険枝の除去等の安全確保が求められる。

《樹木の特徴》

年数が経過している老齢木が多く内部が腐朽しコフキタケやベッコウタケ等

の心材腐朽菌の子実体が発生しているものが多い。剪定痕からの腐朽やテング

ス病の多発などの問題を抱えている。土壌は、踏圧を受け固結している場所が

多い。

《対策》

ゾーニング等の計画策定及び配置の見直しによる被圧の解消。施肥や土壌改

良の実施。腐朽部の切り戻し。り病枝・危険枝の除去。
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エリア 所見のまとめ

日高交流センター 《エリアの特徴》

元々小学校であったため、グラウンドや校庭の周囲に沿って植樹されている。

全体的に密植や構造物が原因で被圧されているものが多い。交流施設であるた

め危険木や危険枝の除去等の安全確保が求められる。

《樹木の特徴》

年数が経過している老齢木が多く内部が腐朽しコフキタケやベッコウタケ等

の心材腐朽菌の子実体が発生しているものが多い。剪定痕からの腐朽やテング

ス病の多発などの問題を抱えている。土壌は、踏圧を受け固結している場所が

多い。

《対策》

ゾーニング等の計画策定及び配置の見直しによる被圧の解消。施肥や土壌改

良の実施。腐朽部の切り戻し。り病枝・危険枝の除去。

日立駅前広場

（中央口）

《エリアの特徴》

駅前の広場で日立紅寒桜、イズタガアカ、オオシマザクラが各１本づつ植樹

されている。海が近いため海風の影響を受けると考えられる。

《樹木の特徴》

若年木であるため比較的樹勢は良いが、深植え状態であるため将来的に樹勢

に影響を与える可能性がある。空洞や腐朽部露出があるため管理方法を検討す

る必要がある。

《対策》

施肥や土壌改良の実施。乾燥時期の水やり。
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エリア 所見のまとめ

奥日立きららの里 《エリアの特徴》

東京ドーム１０個分の広さを有する複合レクリエーション施設となっており、

市内でも奥山に位置するため気温が低く市街地と比べ桜の開花が遅い。また、

施設全体としては、ソメイヨシノを始めコブクザクラなど様々な品種が植樹さ

れている。傾斜地に植樹されている個体が多く見られ、エリアによっては、風

害や霜害などの可能性も考えられる。

《樹木の特徴》

樹勢が衰退傾向にある個体が多い。エリアによっては、透水性が著しく不良

な箇所がある。

内部が腐朽しコフキタケやベッコウタケ等の心材腐朽菌の子実体が発生して

いるものが多い。適切な管理が行われていない場合が多いため、剪定痕からの

腐朽やテングス病の多発などの問題を抱えている。土壌は、踏圧を受け固結し

ている場所が多い。

《対策》

ゾーニング等の計画策定及び配置の見直しによる被圧の解消。施肥や土壌改

良の実施。腐朽部の切り戻し。り病枝・危険枝の除去。
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４ 市民アンケート調査結果

実施概要

調 査 名：「さくらのまちづくり推進」に関するアンケート調査

目　　的：さくらのまちづくり基本計画の策定に向け、市民ニーズを把握するため

実施時期：令和３年９月９日（木）から９月２２日（水）まで

対 象 者：無作為抽出した市民２,０００人を対象

　　　　　（１６歳以上、各年代２５０人（１０代～８０代以上））　　

回答方法：郵送又はスマートフォン等からの電子申請による回答

設 問 数：３７問

回 答 数：８２１人

回 収 率：約４１％

1 回答者の属性

１－１　年齢

回答数 割合

１０歳代 ８１ １０%

２０歳代 ６４ ８%

３０歳代 ７０ ８%

４０歳代 ８９ １１%

５０歳代 １１８ １４%

６０歳代 １３６ １７%

７０歳代 １４６ １８%

８０歳代以上 １１４ １４%

無回答 ３ ０%

合計 ８２１ １００%

１－２　性別

回答数 割合

男性 ３５１ ４３%

女性 ４５８ ５６%

無回答 １２ １%

合計 ８２１ １００%

１－３ 職種

回答数 割合

会社等に勤務（正社員、公務員、契約社員、アルバイトを含む。） ３１６ ３９%

自営業（農林水産業を含む。） ３４ ４%

家事従事（専業主婦、専業主夫。） １０７ １３%

学生 ９３ １１%

無職（年金生活者を含む。） ２４９ ３０%

その他 ２２ ３%

合計 ８２１ １００%
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１－５ 出身地（ふるさと）

回答数 割合

日立市 ５００ ６１%

県内 １６５ ２０%

県外 １５２ １９%

無回答 ４ ０%

合計 ８２１ １００%

１－４ 日立市にお住まいの年数

回答数 割合

１年未満 ４ ０%

１年以上５年未満 ３０ ４%

５年以上１０年未満 １６ ２%

１０年以上 ７６７ ９４%

無回答 ４ ０%

合計 ８２１ １００%

回答数 割合

本庁地区 １２１ １５%

多賀地区 ２５８ ３１%

南部地区 １３７ １７%

日高地区 ９３ １１%

豊浦地区 ４５ ５%

西部地区 ８ １%

十王地区 ７２ ９%

地区が分からない ８７ １１%

合計 ８２１ １００%

１－６ 現在のお住まいの地区
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２ 桜による魅力的な交流拠点の創出

回答数 割合

好きである ６８７ ８４%

どちらかと言えば好きである １１２ １４%

どちらとも言えない １７ ２%

あまり好きではない １ ０%

好きではない ３ ０%

無回答 １ ０%

合計 ８２１ １００%

２－１　あなたは、桜が好きですか。（１つ選択）

２－２ ２－１の回答理由をおたずねします。（複数選択）		 	 	 	

回答数 割合

本市を代表する花だから １ ０%

日常的に馴染みがあるから ４０７ ２４%

花が好きだから ３５４ ２１%

緑が好きだから １１９ ７%

日陰が心地よいから ４２ ３%

お花見が好きだから ２６２ １６%

心が豊かになれるから ３４８ ２１%

病害虫が発生するから ８ １%

落ち葉や散り花が舞うから ５７ ３%

日陰になるから ７ ０%

その他 ６３ ４%

合計 １,６６８ １００%



116

資
料
編

２－３　あなたは、桜に魅力を感じますか。（１つ選択）	 	

回答数 割合

魅力を感じる ６３７ ７８%

どちらかと言えば魅力を感じる １５４ １９%

どちらとも言えない ２４ ３%

あまり魅力を感じない ３ ０%

魅力を感じない ２ ０%

無回答 １ ０%

合計 ８２１ １００%

２－４　２－３の回答理由をおたずねします。（複数選択）

回答数 割合

花の景観 ７０２ ３９%

緑陰の提供 ８２ ５%

花の観賞（お花見含む） ５１２ ２９%

品種の多さ ８９ ５%

環境浄化（大気浄化機能） ７２ ４%

桜による人との交流（関わり） ２０５ １１%

桜に関する歴史 ９８ ５%

興味がないから １３ １%

その他 １９ １%

合計 １,７９２ １００%
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２－５　あなたは、日立市内において桜の花を観賞する場合（お花見を含む）、どこを利用

していますか。（複数選択）

回答数 割合

平和通り ７１０ ３７%

かみね公園 ４７２ ２５%

十王パノラマ公園 １７５ ９%

鞍掛山 ３２ ２%

奥日立きららの里 ２４ １%

近隣の公園 １５３ ８%

近隣の学校 １４７ ８%

自宅や民家 ４６ ２%

河川敷 ５８ ３%

観賞（お花見）しない ２４ １%

その他 ８１ ４%

合計 １,９２２ １００%

その他として回答があったもの

熊野神社、日立研究所、十王川沿い、多賀中学校、油縄子小学校、大久保小学校、大沼小学

校

回答数 割合

イベント（お祭り等）が開催されるから ３１８ １９%

歴史があるから １５３ ９%

見応えがあるから ５２３ ３０%

名木があるから ６４ ４%

名所であるから ２２６ １３%

近隣であるから ３８４ ２２%

興味がないから １２ １%

その他 ３７ ２%

合計 １,７１７ １００%

２－６　２－５の回答理由をおたずねします。（複数選択）
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回答数 割合

したことがある（さらに観賞してみたい場所がある） ６２９ ７７%

したことがない（しかし観賞してみたい場所がある） ４６ ５%

したことがない　　 １３０ １６%

無回答 １６ ２%

合計 ８２１ １００%

回答数 割合

千波湖畔（水戸市） ４１３ ２９%

亀城 (きじょう )公園（土浦市） ６８ ５%

静峰ふるさと公園（那珂市） ３２６ ２３%

愛宕 (あたご )山（笠間市） ５１ ３%

佐白山麓 (さしろさんろく )公園（笠間市） ４２ ３%

雨引観音（桜川市） １０９ ８%

磯辺桜川公園（桜川市） ３６ ２%

砂沼観桜苑 (かんおうえん )（下妻市） １６ １%

西山公園（常陸太田市） ２７３ １９%

福岡堰 (せき )の桜（つくばみらい市） ２５ ２%

その他 ７７ ５%

合計 １,４３６ １００%

２－７　あなたは、日立市外において桜の花を観賞（お花見を含む）したことがありますか。

（１つ選択）

２－８　２－７で「したことがある（さらに観賞してみたい場所がある）」「したことがない（し

かし観賞してみたい場所がある）」と回答した方におたずねします。

あなたが、茨城県内で桜の花を観賞（お花見を含む）したことがある、または観賞

してみたい場所を教えてください。（複数選択）
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弘前公園（青森県弘前市） ２９６ １５%

角館（秋田県仙北市） １５４ ８%

上野恩賜公園（東京都台東区） ２７５ １４%

新宿御苑（東京都新宿区） １３７ ７%

千鳥ヶ淵（東京都千代田区） １５７ ８%

目黒川（東京都目黒区） １５１ ７%

高遠城址 (たかとおじょうし )公園（長野県伊那市） ５６ ３%

河津桜（静岡県賀茂郡河津町） １６７ ８%

吉野山（奈良県吉野郡吉野町） １２２ ６%

三春滝桜（福島県三春町） ３５１ １８%

山高神代桜 (やまたかじんだいざくら )（山梨県北杜市） ２４ １%

根尾谷淡墨桜 (ねおだにうすずみざくら )（岐阜県本巣市） ３８ ２%

その他 ６８ ３%

合計 １,９９６ １００%

回答数 割合

イベント（お祭り等）が開催されるから １３２ ８%

歴史があるから ２６６ １６%

見応えがあるから ４９４ ３１%

名木があるから １６０ １０%

山全体が桜に覆われるから １０５ ６%

河川に沿っての桜並木があるから １５８ ９%

道路に沿っての桜並木があるから ８２ ５%

早咲きの桜があるから ３６ ２%

公共交通でのアクセスが良好だから ５１ ３%

観光ツアーに組み込まれているから ８２ ５%

近隣であるから ４６ ３%

その他 ３４ ２%

合計 １,６４６ １００%

２－９　２－７で「したことがある（さらに観賞してみたい場所がある）」「したことがない（し

かし観賞してみたい場所がある）」と回答した方におたずねします。

あなたが、茨城県外で桜の花を観賞（お花見を含む）したことがある、または観賞

してみたい場所を教えてください。（複数選択）

２－１０　２－８,２－９の回答理由をおたずねします。（複数選択）
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回答数 割合

平和通り ７４５ ２１%

かみね公園 ６７６ １９%

十王パノラマ公園 ３４８ １０%

鞍掛山 １７２ ５%

奥日立きららの里 ２２８ ６%

道の駅おさかなセンター周辺 １２６ ４%

近隣の公園 ３２７ ９%

学校施設 ４０１ １１%

ショッピングセンター周辺 ８１ ２%

常磐線沿線及びＢＲＴ沿線（駅前広場を含む） ２５２ ７%

海沿い ９４ ３%

自宅や民家 ５３ ２%

その他 ３７ １%

合計 ３,５４０ １００%

２－１１　あなたが、日立市内で桜があることが望ましいと思う場所を教えてください。（複

数選択）

回答数 割合

よく利用するから ２７６ １２%

親しみを持てるから ４３５ １８%

まちの顔（シンボル）だから ４５２ １９%

景観的に良い場所であるから ４６７ １９%

観光拠点であるから １６９ ７%

観光拠点とするべきであるから １４５ ６%

回遊性を持たせることができるから ６６ ３%

買い物の際に観賞することができるから １５３ ６%

近隣であるから ２２０ ９%

桜の管理をしてみたいから ８ ０%

その他 ２０ １%

合計 ２,４１１ １００%

２－１２　２－１１の回答理由をおたずねします。（複数選択）
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回答数 割合

知っている ３４２ ４２%

初めて知った　　 ４７９ ５８%

合計 ８２１ １００%

２－１３　あなたは、日立市固有種の桜があることを知っていますか。（１つ選択）

回答数 割合

日立紅寒桜（実際に見たことがある） ２８７ ４８%

日立紅寒桜（実際に見たことはない） ５６ １０%

ひたち雅（実際に見たことがある） ６５ １１%

ひたち雅（実際に見たことはない） ６１ １０%

おぎつやよい（実際に見たことがある） ７３ １２%

おぎつやよい（実際に見たことはない） ５３ ９%

合計 ５９５ １００%

２－１４　２－１３で「知っている」と回答した方におたずねします。

あなたが、知っている日立市固有種の桜を教えてください。（複数選択）

２－１５　あなたは、日立市固有種の桜を見てみたいと思いますか。（複数選択）

回答数 割合

日立紅寒桜を見てみたい ２８０ ２２%

ひたち雅を見てみたい ３２６ ２６%

おぎつやよいを見てみたい ２８５ ２３%

機会があれば見てもよい ３７１ ２９%

合計 １,２６２ １００%
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回答数 割合

利活用されている ３０８ ３７%

どちらかと言えば利活用されている ３２０ ３９%

どちらとも言えない １１４ １４%

あまり利活用されていない ４９ ６%

利活用されていない １６ ２%

無回答 １４ ２%

合計 ８２１ １００%

３－１　あなたは、桜が本市の観光資源として利活用されていると思いますか。（１つ選択）

３　桜を活用することによる地域活性化

回答数 割合

平和通りとかみね公園に桜があるから ５７１ ２７%

さくらまつり（日立風流物）が開催されるから ５７０ ２７%

さくらロードレースが開催されるから ４１１ ２０%

日立市固有種の桜があるから ９４ ５%

色々な種類の桜を見ることができるから ４９ ２%

積極的にＰＲをするべきと考えているから １９８ ９%

新たな桜の名所が必要と考えているから ５９ ３%

桜に関する名産品が必要と考えているから ４７ ２%

観光ツアーの誘致が必要と考えているから ７４ ４%

その他 ２４ １%

合計 ２,０９７ １００%

３－２　３－１　の回答理由をおたずねします。（複数選択）
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回答数 割合

新たな素材として利活用できると思う ４３０ ５３%

どちらとも言えない ２３８ ２９%

拠点がないと利活用できないと思う １４２ １７%

無回答 １１ １%

合計 ８２１ １００%

３－４　あなたは、日立市固有種の桜が観光資源やまちの活性化に利活用できると思います

か。（１つ選択）

回答数 割合

回遊性を生み出すことは、まちの活性化のために必要だと思う ５３５ ６５%

どちらとも言えない １８８ ２３%

回遊する拠点がないと思う ７６ ９%

無回答 ２２ ３%

合計 ８２１ １００%

３－５　あなたは、桜を活用したまちの回遊性が必要だと思いますか。（１つ選択）

回答数 割合

平和通りとかみね公園の桜を植え替えていくことにより、今以上に

利活用できると思う

２５５ ３１%

平和通りとかみね公園やそれ以外の桜も植え替えていくことによ

り、まち全体として良い効果が生まれると思う

３１１ ３８%

平和通りとかみね公園の桜も植え替えていくとともに、固有種の桜

を増やすべきと思う

１３４ １６%

どちらとも言えない ５０ ６%

桜だけでは利活用できないと思う ６６ ８%

無回答 ５ １%

合計 ８２１ １００%

３－３　本市では、平和通りとかみね公園において、衰弱している桜の植替えを計画的に行っ

ています。あなたは、桜を植え替えていくことにより、桜が今以上に観光資源とし

て利活用できると思いますか。（１つ選択）
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４　誇れるふるさと（故郷）のシンボル

回答数 割合

誇りに思う ４３６ ５３%

どちらかと言えば誇りに思う ２６１ ３２%

どちらとも言えない ８１ １０%

あまり誇りに思わない ２７ ３%

誇りに思わない １３ ２%

無回答 ３ ０%

合計 ８２１ １００%

４－１　あなたは、本市の花である桜について誇りに思っていますか。（１つ選択）	

回答数 割合

本市は、市民と企業が力を合わせた力強い歴史があるから ２５９ １６%

平和通りとかみね公園が日本のさくら名所 100 選の地に選ばれてい

るから

４５５ ２８%

春になると市内のいたるところで桜を見ることができるから ５０５ ３２%

日立市固有種の桜があるから １０１ ６%

新たな桜の名所が必要と考えているから ４２ ３%

桜が少ないと思うから ２８ ２%

衰弱している桜が多いと思うから ６６ ４%

積極的にＰＲをするべきと考えているから ８１ ５%

誇りに思う学習の機会が少ないから ４２ ３%

その他 ２３ １%

合計 １,６０２ １００%

４－２　４－１の回答理由をおたずねします。（複数選択）

回答数 割合

知っている ２５３ ３１%

聞いたことはある １９３ ２３%

「ある町の高い煙突」（小説または映画）で知った １１４ １４%

初めて知った ２５５ ３１%

無回答 ６ １%

合計 ８２１ １００%

４－３　あなたは、煙害問題の克服と緑を取り戻すため、先人達が取り組んだ歴史が、本市

の桜のルーツであることを知っていますか。（１つ選択）	
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回答数 割合

知っている ７８ １０%

聞いたことはある １５７ １９%

初めて知った（鞍掛山の所在を知りたい） １０１ １２%

初めて知った ４７９ ５８%

無回答 ６ １%

合計 ８２１ １００%

４－４　あなたは、本市の桜のルーツとなった、オオシマザクラの子孫が鞍掛山に約５２０

本あることを知っていますか。（１つ選択）	

回答数 割合

是非学びたい ５２ ６%

機会があれば学びたい ４３６ ５３%

どちらとも言えない ２３８ ２９%

興味がない ８２ １０%

無回答 １３ ２%

合計 ８２１ １００%

４－５　あなたは、本市の桜のルーツについて、学びたいと思いますか。（１つ選択）
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回答数 割合

良い取り組みだと思う ５２０ ６３%

親子で参加できる機会もあれば、さらに良い取り組みになると思う １６９ ２１%

どちらとも言えない １１０ １３%

良い取り組みだと思わない １４ ２%

無回答 ８ １%

合計 ８２１ １００%

４－７　本市は、桜に対する意識の醸成を図る一助として、小学校と協力して「さくら教室」

を試行授業として始めております。あなたは、この授業を良い取り組みだと思いま

すか。（１つ選択）

その他の回答

熊野神社、日立研究所、日立駅前の日立紅寒桜、八幡神社、平和台霊園、東平霊園

回答数 割合

学び舎（学校） ３６６ １６%

諏訪台三角公園（桜塚） ３９ ２%

平和通り ７０４ ３２%

かみね公園 ５４９ ２５%

十王パノラマ公園 ２００ ９%

鞍掛山 ５４ ２%

奥日立きららの里 ６２ ３%

近隣の公園 ９９ ４%

自宅や民家 ３５ ２%

河川敷 ４０ ２%

特にない １４ １%

その他 ５２ ２%

合計 ２,２１４ １００%

４－６　あなたの思い出に残っている、日立市内の桜を教えてください。また、近隣の公園

及び河川敷については、具体の場所についても教えてください。（複数選択）	
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５「さくらのまち日立」の原風景を次の世代に引き継いでいくまちづくり

回答数 割合

知っている ２０６ ２５%

聞いたことはある ２７１ ３３%

初めて知った　 ３４１ ４２%

無回答 ３ ０%

合計 ８２１ １００%

５－１　あなたは、本市が「さくらのまちづくり」に取り組んでいることを知っていますか。

（１つ選択）

回答数 割合

テレビ（ケーブルテレビ含む） ７８ １３%

新聞 ３５ ６%

ラジオ ２２ ４%

市報 ２８０ ４７%

インターネット ２２ ４%

リーフレット「ずっといっしょひたちのさくら」～桜の日常管理と

保全について～

２３ ４%

講演会 ３ ０%

鞍掛山整備活動 １１ ２%

かみね公園の桜を元気にする作業 ３６ ６%

桜等の保全活動（ボランティア活動） ３０ ５%

知人（親族） ３６ ６%

学校（「さくら教室」等をとおして） ８ １%

その他 １０ ２%

合計 ５９４ １００%

５－２　５－１で「知っている」と回答した方におたずねします。あなたは、何をとおして

本市の取り組みについて知ったのかを教えてください。（複数選択）	
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知っている ６４ ８%

聞いたことはある １３０ １６%

寄附を行った １ ０%

知っていれば寄附を行いたかった ４３ ５%

初めて知った ３９３ ４８%

無回答 １９０ ２３%

合計 ８２１ １００%

５－３「さくらのまち日立」の原風景を次の世代に引き継いでいくため、本市は、「平和通

り桜樹木更新工事」を対象に、今年６月ガバメントクラウドファンディング（寄附・

ふるさと納税）を実施し、全国から多くの御賛同をいただきました。あなたは、こ

の取り組みを実施したことについて知っていますか。（１つ選択）	

５－４　あなたは、「さくらのまち日立」の原風景を次の世代に引き継いでいくため、今後

も平和通りに限らず、桜に関するガバメントクラウドファンディング（寄附・ふる

さと納税）を実施していくべきだと思いますか。（１つ選択）	

回答数 割合

継続して実施するべきである ５４０ ６６%

どちらとも言えない ２１０ ２５%

毎年実施すべきではない １６ ２%

寄附の方法を別途検討する必要がある ４０ ５%

無回答 １５ ２%

合計 ８２１ １００%
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５－６　あなたは、鞍掛山において、「市民参加の世代を超えた２２世紀の山づくり」をコ

ンセプトに官民協働により桜を守り育てる整備活動が行われていることを知ってい

ますか。（１つ選択）

５－７　あなたは、かみね公園において、「さくらを元気にする作業」として官民協働によ

り桜を守り育てる作業が行われていることを知っていますか。（１つ選択）

回答数 割合

知っている ９４ １２%

聞いたことはある １７３ ２１%

参加したことがある ２ ０%

知人（親族）が参加したことがある ２ ０%

初めて知った ５４１ ６６%

無回答 ９ １%

合計 ８２１ １００%

回答数 割合

知っている ３４ ４%

聞いたことはある ９６ １２%

参加したことがある ５ １%

知人（親族）が参加したことがある ４ ０%

初めて知った ６７３ ８２%

無回答 ９ １%

合計 ８２１ １００%

５－５　あなたは、ガバメントクラウドファンディングとは別に、「日立市さくらのまちづ

くり推進市民会議」において、「さくらに関する寄附」を募ることについて、良い

取り組みだと思いますか。（１つ選択）

回答数 割合

良い取り組みだと思う ３８４ ４７%

良い取り組みであるが、桜に関する返礼品を用意すべきである １１２ １４%

税控除が受けられれば良い取り組みである １０２ １２%

どちらとも言えない １８２ ２２%

良い取り組みだと思わない １７ ２%

無回答 ２４ ３%

合計 ８２１ １００%
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継続して実施すべきである ５９４ ４９%

学校でも子どもたちと植樹すべきである １７８ １５%

かみね公園に限らず、植え替える際はなるべく子どもたちと植樹す

べきである

２４２ ２０%

どちらとも言えない ５１ ４%

子どもたち以外とも実施すべきである １２７ １１%

興味がない １３ １%

その他 ３ ０%

合計 １,２０８ １００%

回答数 割合

既にボランティア活動を行っている ６ １%

機会があれば携わりたい ３６４ ４４%

どちらとも言えない ３４５ ４２%

興味がない ９２ １１%

無回答 １４ ２%

合計 ８２１ １００%

５－８　昨年、未来を担う子どもたちとともに、かみね公園において「桜の植樹祭」を開催

しました。また、子どもたちと一緒に、既存の桜を元気にするため肥料をあげました。

あなたは、このような取組について、継続して実施すべきだと思いますか。（複数

選択）

５－９　あなたは、「さくらのまちづくり」に携わりたいと思いますか。（１つ選択）



131

資
料
編

５－１０　５－９で「既にボランティア活動を行っている」「機会があれば携わりたい」「ど

ちらとも言えない」と回答した方におたずねします。あなたは、どの様な活動で

あれば携われそうかを教えてください。（複数選択）

回答数 割合

平和通りやかみね公園での保全活動 １４８ １３%

鞍掛山整備活動 ３０ ３%

地域コミュニティ単位での保全活動 １２４ １１%

近隣公園での保全活動 １５４ １４%

学校での保全活動 １１５ １０%

桜に関する有識者による講演会への参加 ５６ ５%

桜の歴史を学ぶ講習会への参加 １０１ ９%

桜の特性や保全に関する講習会への参加 ４５ ４%

日立の桜に関するＰＲ活動（ＳＮＳ等、インターネットによる投稿

含む）

８０ ７%

動画視聴による桜の保全管理等の習得 ５２ ５%

桜に関する寄附・ふるさと納税 １６７ １５%

その他 ４８ ４%

合計 １,１２０ １００%
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５ パブリックコメント実施結果

実施概要

実施結果

実施期間

令和４年２月２１日～令和４年３月７日

閲覧資料等

・さくらのまちづくり基本計画（素案）

・意見書

閲覧方法

・市のホームページへのデータ掲載

・市内公共施設への印刷物配架

（市役所、各支所、各図書館、各交流センター、日立駅情報交流プラザ　計３５施設）

意見の募集方法

・直接持参

・郵送

・ＦＡＸ

・メール

・回収箱（各支所、各図書館、各交流センター、日立駅情報交流プラザに設置）

応募人数 意見件数

２９人 ５４件

1 応募状況

直接持参 郵送 ＦＡＸ メール 回収箱 計
－人 １人 １人 １３人 １４人 ２９人

2 応募方法別の応募人数

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 未回答
１人 １３人 －人 １人 ４人 ４人 ６人

3 年齢構成
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分類 件数
「さくらのまち日立」の原風景を次の世代に引き継ぐまちづくりに関する意見 ２件
誇れるふるさとのシンボルとしての意識の醸成に関する意見 ７件

桜を活
い

かした魅力的な交流拠点の創出に関する意見 １９件
さくらのまちづくりによる地域の活性化に関する意見 １３件
さくらのまちづくり実現に向けてに関する意見 ４件
その他 ９件
合計 ５４件

4 意見内容

5 主な意見

分類 意見
誇れるふるさとのシ
ンボルとしての意識
の醸成に関する意見

「さくら教室」と併せて、学校にある桜に対して施肥などの活動を
してもよいのではないか。
わがまちの桜を選出してガイドマップを作成したら、路線バスで
巡るわがまちの桜のモデルコースを作成してほしい。

桜を活
い

かした魅力的
な交流拠点の創出に
関する意見

平和通りの桜は４月初旬が見頃であり、その後さびしくなってし
まうため、４月中桜を楽しめるよう、一部八重桜を植樹してほしい。
全国的に海と桜並木という景色は、少ないため、他の地域との差
別化を図れると思う。
神峰公園展望台からのさくらの眺めを未来の子供達に残していっ
てほしい。
日立市の固有種桜を市民が育てる環境づくりをしてほしい。

さくらのまちづくり
による地域の活性化
に関する意見

SNS を活用し、時代に合った効果的な情報発信やイベントなどを
行っていけば、既存の桜を元気にする活動に賛同する市民が増え
るのではないか。
期間限定で各店舗の桜もちを詰め合わせた「わがまちの桜もち」
を販売してはどうか。
さくらの開花時期以外にもマラソンなどのイベントを開催し、さ
くらのまちづくり募金を呼びかけてはどうか。

さくらのまちづくり
実現に向けてに関す
る意見

桜の苗木購入や記念植樹、学校単位の寄附やふるさと納税をして
いただいた方の名前を表示する記念碑を建てる。また、植樹や寄
附をしていただいた方に対する、定期的な情報発信を行うことが、
さくらのまちづくりや財源確保につながると思う。
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用語 説明

園芸品種 観賞などを目的に交配や品種改良によって人為的に作出した品種の

こと。

街路樹剪定士 （一社）日本造園建設業協会が、認定している、街路樹に関する幅広

い知識や剪定技術を持った専門家。

観光資源 観光客を集めるのに役立つ美しい景観、名所、温泉など。

均質性 物事においてむらがなく一様であること。

原風景 懐かしい記憶を思い出させる風景。

交流人口 その地域を訪れる人や交流する人のこと。

広葉樹 葉が広く平たい樹木のこと。常緑性と落葉性がある。

枯死・枯損 樹木が枯れること。

固有種 特定の地域にしか生息・生育・繁殖しない生物学上の種のこと。

根系 土壌中の樹木の根が及ぶ領域のこと。

下刈り 樹木の下の雑草や雑木を刈り取ること。

樹木医 （一財）日本緑化センターが認定している、街路樹、公園樹木、天然

記念物等の保全・診断・治療を行う専門家。

常緑樹 一年を通して葉がついてる樹木のこと。

常緑樹林 耐陰性に優れたスダジイやアカガシなどの常緑樹で構成される樹林

のこと。

人為的 ある目的のため、自然や天然のものに人が手を加えるさま。

人工林 人為を加えて人工造林や天然更新で成立した森林。

樹冠被覆 樹木の枝の広がりで表面を覆う様子。

スモークチップ 燻製を作る際に用いられる、木材を細かく砕いた燻煙材。

総合レクリエーション

施設

１つの施設としてではなく、キャンプ場やアスレチックなどの複数

の施設や機能を有する施設のこと。

耐潮性 植物の海洋からの飛来塩分に対する耐性のこと。

データベース化 大量のデータ（樹木の診断や位置情報など）を整理し利活用できる

状態にすること。

６ 用語解説
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用語 説明

被圧 他の樹木や建造物などの陰となっている状態のこと。

被覆 ものの表面を覆うことや覆われている状態のこと。

表土 地上部の土層のうち最も表層部にある土壌のこと。

腐朽菌 木材を腐らせる菌類のこと。

補植 枯れてしまった草木の跡地に草木を再度植えること。

有効土層 植物の根群が支障なく伸長できる範囲の土壌の厚さのこと。

落葉樹 秋や冬に枝葉を落とす樹木のこと。

落葉樹林 サクラ類、ホウノキ、ミズキなどの落葉樹で構成される樹林のこと。

裸地化 植物や建築物などに覆われておらず、土がむき出しになっている状態

のこと。

林床植物 森林内の地際に生育する植物のこと。



■　五代桜

助川小学校の校庭に明治３８（１９０５）年に植樹され、明治、大正、昭和、

平成、そして令和と生き抜いている歴史ある桜です。平成の時代に“四代桜”

と呼ばれていたこの桜は、令和になり“五代桜”として歴史をつなぎ続けてい

ます。

～ひたちさくら彩
いろ

プラン～
日立市さくらのまちづくり基本計画

令和４年５月
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