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桜並木の歩道が広くなりました
昨年（平成 18 年）１０月１日に引越用のトラッ
クが桜並木に衝突し、桜木２本に大きな傷跡を残
しました。
衝突の要因は数々あげられていますが、そのひ
とつに２車線ある通行帯を守って走行する大型車
は、桜木の枝に当たることがあげられます。
私達は、桜並木における車の走行に際し、その
速度もさることながら、乱暴な運転により歩行者
が危険にさらされている現状をみて、歩道の設置
旧（２車線）
を要望してまいりました。
昨年の衝突事故を契機に、車の走行を中心部のみの１車線化と、歩道部分の拡幅が認め
られ、去る６月５日に工事が行われました。
今後は、上下水道の改修工事に合わせ桜木の適正配置を検討したいと考えています。

１車線

工事中

上北沢のルーツを訪ねて −街 歩 き−
４月２５日に＜上北沢のルーツ＞を訪ねて街歩きを行いました（参加者は９人）。
今回は、歴史的な文化遺産（１０ヵ所）を中心に行いました。
①北沢用水
都営第一アパートの北側と南側の境に、今は暗渠になっている北沢用水が有ります。こ
の用水は世田谷区の北部一帯にあった、穀倉地帯を潤し、池尻で南部を流れていた「烏
山用水」と合体し、「目黒川」となって東京湾に注いでいました。
②北向地蔵
下高井戸の甲州街道から別れ、松澤小学校や日大の前を通り八幡山の八幡神社に至る道
が、「滝坂北道」といい、「滝坂道」や「北沢道」とも呼ばれました。この道に面して、
1760 年に建てられたお地蔵様が有ります。
③水車堀
滝坂北道を自動車教習所の方に 1 ブロック行くと、左側に小径が有りますが、これが暗
渠になった「水車堀」で、この暗渠は「荒玉水道」を越えたところで「堀」の姿を現し
ます。
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④密蔵院
水車堀をたどって行くと密蔵院の門前
に到着します。上北沢の歴史と共に歩
んだ由緒あるお寺で、江戸時代「彼岸
桜」「しだれ桜」が有名でした。
⑤水車場跡
緑ヶ丘中学の道路を隔てた南側にあり、
この水車を動かす水流を運ぶのが水車
堀でした。当時、杵 12 又は 13 本を備
え、年間生産量は、製粉 1,440 石、精
米 260 石でした。
⑥鈴木左内邸
上北沢村の創設者とも言われる鈴木家本家の邸宅が「緑ヶ丘中学」の敷地にありました。
⑦牡丹園
江戸時代の「郊外名所」として有名な牡丹園が鈴木左内邸の隣にありました。
「遊暦雑記」
によれば、
「牡丹の花は凡そ 385 種、みな珍しい物ばかりで良く手入れされ、
これ程素晴らしいとは思わなかった」とあります。
⑧「江戸城御囲い松」の兄弟松、「北沢用水緑道」
①北沢用水を辿るとここに来ますが、皇居にある樹齢 380 年の古木の兄弟が 2 本ここに
有ります。鈴木家は植木職として、江戸城に出入りしていました。
⑨左内弁才天社の祠
昔から数々の言い伝えのある祠。弁財天にまつわる伝承はいろいろ有ります。
⑩勝利八幡神社
1026 年（万寿３年）に京都の石清水八幡宮を勧請した、恐らく区内最古の八幡神社。
街歩き・その１ 『上北沢のルーツ』
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医療観察法に
基づく病棟予定

医学系３研究所統合予定地
跡
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⑤水車跡 ⑥鈴木左内邸跡
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兄弟松
⑧「江戸城御囲い松」 「北沢用水緑道」
⑦
の

牡丹園

・・・写真は、昭和３２〜３３年頃のものです・・・

地図上の

⑨ 左内弁才天社

は、北沢用水路
が、今回のコースです
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上北沢桜並木会議が昨年度（平成18年４月〜19年３月）活動した内容です
世田谷区公益信託世田谷まちづくりファンド助成事業
２００４助成金額 ２７．６万円
２００５助成金額 ３３．６万円
２００６助成金額 ３７．８万円

テーマ

上北沢桜並木保全と地域コミュニティー作り

4月1、2日
4月11日
4月15日
4月下旬
5月7日
5月8日
5月9日
6月10日
6月13日
7月8日
7月11日
7月23日
8月8日
8月23日
9月12日
9月19日
9月18日
10月15日
10月17日
10月21日
１１月４、5日
11月10日
11月14日
11月27日
12月9日
12月12日

桜祭り−−昔の上北沢風景写真の展示、Ｔ−シャツ等販売、アンケート実施
第２２回定例会議−−アンケート結果中間報告
Ｈ１７年度世田谷区まちづくりファンド活動報告発表会
第３回アンケート調査 最終集計発表 １８００配布 ５３３回収
桜並木にて害虫コスカシバ駆除処理実施
烏山総合支所との懇談会（区の組織変更に伴う新任の方に桜並木の現状説明）
第２３回定例会議−−区の組織変更、アンケート調査の結果報告
世田谷まちづくりファンド審査会で２００６年度助成（３７．８万円）決定
第２４回定例会議−−看護学校跡地問題浮上
＜くにたち桜守＞訪問、『土壌生物と土壌の形成』のセミナー参加
「桜並木通信」１０号
第２５回定例会議−−＜タバコポイ捨て禁止推進＞報告
発行
上北沢桜並木会議第３回総会
第２６回定例会議−−看護学校跡地利用の問題、路上禁煙地区の指定
路上禁煙協議会発足（上北沢町会、世田谷区、京王電鉄） に参加
第２７回定例会議−−桜の実態調査とセミナー、上北沢文化祭、桜並木の駐車問題
タバコポイ捨て禁止地区指定のキャンペーン スタート（９月〜３月合計２０回）
秋の実態調査（午前）とセミナー（午後）
落葉清掃活動開始 毎週木・日曜日実施
第２８回定例会議−−路上禁煙地区指定に向けて、桜並木の道路問題
ファンド中間報告
文化祭−−上北沢、桜並木の歴史地図展示、石井樹木医講演会「樹木の不思議」
小学校で影絵ビデオ上映、展示
第２９回定例会議−−松沢病院３研究所新設問題
桜診断 石井樹木医指導による各桜木診断
他地域訪問（国立にて、桜守30名との「春を想う桜のつどい」懇談会参加）
第３０回定例会議−−松沢病院説明会報告

12月10日
2007

落葉清掃 最終日 お汁粉パーティー（清掃は、小学生、他地域支援者含む延べ１７日
間約２５０人の参加）
第３１回定例会議−−松沢病院の問題、桜並木道路問題、
世田谷風景資産の選定に向けて

1月26日
1月28日
2月17日
2月20日
3月4日
3月10日
3月13日
3月16日
3月31日

上北沢街づくり構想（区主催）会合スタート
花芽観察会とセミナー（くにたち桜守参加。石井樹木医他３８名）
世田谷区トラスト街づくり＜地域風景資産の選定＞会議参加 「桜並木通信」１２号
発行
第３２回定例会議−−桜まつり参加内容検討
路上禁煙地区指定のキャンペーンパレード上北沢町内巡回
松沢病院問題説明会（町会主催）
第３３回定例会議−−道路車線変更問題、桜まつり
ＦＭ世田谷出演
桜祭り（〜４月１日）

３月３１日（土）〜４月１日（日）、桜
まつりが開催され、満開の桜のもと天候に
も恵まれ多くの方で賑わいました。我々桜
並木会議も例年通り、模擬店を出し参画致
しました。私達の模擬店へも多くのお客様
が訪れ、売り上げも予想をはるかに上回る
成果を挙げることができました。
また、桜まつり当日に新規会員の方が５名、
ご入会されました。
ありがとうございました。
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１０月〜１２月 落ち葉清掃活動

１１月 文化祭−講演、影絵、歴史地図展示

「桜並木通信」１１号
発行

1月16日

「上北沢桜まつり」に参画

９月 桜 実態調査及び診断

１２月 お汁粉パーティー

桜並木会議からのお知らせ
総会のお知らせ （はじめての方でも、どなたでも参加できます）
日
内

時：７月８日（日） 13:30〜16:00
上北沢区民センター第１・２会議室
容：・平成 18 年度活動報告、平成 19 年度活動計画
・桜並木の現状報告
・地域課題の討議（桜並木の今後のあり方、禁煙地区フォロー等）
・影絵「地域の昔話」の映写

害虫（コスカシバ等）駆除
５月２９日（火）にコスカシバ調査と退治を行いました。
コスカシバのヤニ数の調査、コスカシバ退治（見つけたヤニをほじくり幼虫を見つけ出
しつぶす）を目的として、以下の手順で行いました。
①一人が一本の桜木にあるコスカシバのヤニを数える。
②２グループに別れ、ヤニをほじくり幼虫を見つけ、つぶす。
③見つけられない幼虫への溶液散布：ほじくりかえした木の傷に薬剤を吹き付ける。
結果は、５０本の桜木で、コスカシバ２０数匹をつぶしました。コスカシバのヤニは、
樹高約２ｍ以下に４７９箇所見つかり、大部分を除去しました。
なお、区公園課によって去る５月２４日にスカシバコン（コスカシバの増加を阻害する
フェロモン）の装着が行われました。
［観察のまとめ］
①キノコ、害虫、排気ガスによって弱ってい
る木（樹勢の弱い木）にコスカシバの成虫
が多く入り込むことが判りました。
②一部羽化している抜け殻のようなあともあ
り、見つけた幼虫は２０匹以上であり、い
ずれも、丸々とした大きな幼虫となってい
ました。
③樹皮をめくったところに幼虫が見つかり、
幹に入り込んでいるのも多くありました。
上北沢桜並木会議とは？
上北沢の桜並木は、開花時期の美しさもさることながら、季節ごとの変化は見る人の心を癒し、地域にとって誇れる
将来に残したい財産となっています。しかし、この桜並木は近年弱りはじめています。この貴重な財産を残すためには、
地域のいろいろな人々の意見や知恵を集め、具体的な活動をはじめなければなりません。
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。

お問い合せ：info@sakuranamiki.org

連絡先：和田和典 3302-6959 佐藤信二郎 3290-2660

●桜並木会議では、会員の数を増やし、地域コミュニティの創生を考えています。
桜並木会議が行う行事・ミーティング等に、是非ご参加下さい。
●桜並木会議では、活動資金のご協力をお願いしています。
●桜並木会議の活動状況は、ＨＰ（http://www.sakuranamiki.org/）に出ていますので、ご覧下さい。

4

