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ふれあい座談会

けやき見守 る会
けやき並木 に対する地域要望など
平成２２年 １０月２５日(月)・午後 １時 ３０分 〜３ 時４ ０分
中央１丁目 集会所(ケ ヤキ 並木を歩く)
２４名
市長、都市 政策部長、道路課長ほか 3 名 、秘書 広報 課長 ほか 1 名

・ケヤキ並木 を歩いて現地確認【午後１時３０分〜２ 時３ ０分】
(開会 ・市 長あいさつ・会 長あ いさ つ 省 略)
・道路課から ケヤキ並木の樹木伐採計画の説明
参加者:ど うせ、 枝打ちするな らも う少し 短く切 って はど うか 。
道路課:市 で剪定 しているが、 樹木 として の形状 、剪 定方 法が ありま す。
参加者:電 線に触 れて火災にな った ことが あるの で、電線 より 低く枝 打ち しても
らえないか 。
道路課:東 電が実 施しているの で、 相談し てみま す。
参加者:木 が大き いので、車が 来る のが見 えない 。間 引き でき ないか 。
道路課:植 えた当 時は良かった が、幹も太くなった。１本おきで も良いかと思う。
予算も考慮 しな がら今後検 討さ せていただきます。
参加者:年 度ごと に伐採するの か。
道路課:倒 れる可 能性がある危 険箇 所は、 今年度 で終 わる 予定 です。
参加者:最 終的に は全部伐採す るの か。
道路課:緑 の保全 と景観上の問 題が あるの で、全 て伐 採す る考 えはあ りま せん 。
参加者:ハ ナミズ キなどの低木 にし てはど うか。
道路課:ケ ヤキは 太くなるので ２メ ートル ほどの 歩道 内で は無 理があ りま す。今
後の話 し合いの中で 決めて 行け ればと思います。
参加者:将 来的に は１本おきに 切っ て、間 隔をそ ろえ た方 が良 いので は。
道路課:昨 年から 、３ カ年計画で樹木医を 入れて危険なも のを 優先し て伐 採して
います 。その後の計 画とし て考 えます。
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参加者:ゴ ミ袋く らい支給でき ない のか。
道路課 :個人 に は 支 給 で き ま せん 。会 と し なら ロ ー ド サ ポ ー ト の制 度 が あるの
で、登 録してもらえ れば、 手袋 やゴミ袋などを提供できます 。
参加者:落 ち葉の 時期など、市職 員は中 央 公園側 の掃 除は するが 、住宅 側の 掃除
をしな いのでやって もらえ ない か。
市 長:職 員数が 少なくて目が 届か ない部 分もあ ると 思い ます 。何で も市 役所に
言うの でなく 、協働の まちづ くり ができ ないでしょうか 。沿道 以外の 人
たちの 力を借りて、 落ち葉 の問 題も解決できればと思います 。
毎週、就業時間前に 市の職員が ボラ ンテ ィアで市役所と支 所周 辺の道 路
清掃を しており、時間がある時は私も一 緒にやって いま す。ぜひ、みな
さんの 力を貸してい ただき たい 、で きる 限りボランティア をお 願いし ま
す。あ れも、これも 市役所 がや るのは困難なことを理解くだ さい。
開催状況
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