
 

 

臥竜公園桜の維持管理ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 坂 市 

２０２１年度竜ヶ池開池９０周年事業 



１臥竜公園の桜について 

１-１臥竜公園に桜が植えられた経緯 

臥竜公園は「日本の公園の父」と言われる日本初の林学博士 本多静六博士により設計

された公園です。その設計の理念には風光と地形を活かして広く住民のために野外での

保養、慰安、文化発揚としての利用が掲げられ、臥竜山の自然と桜が共生する公園づく

りが進められてきました。 

公園の桜は、拡張工事によって「竜ヶ池」がほぼ現在の景観のように整備された 1933

（昭和 8）年、一般からの寄付により数十本が池堤外側一帯に植栽されたという記録が

残っています。しかし、当時の桜の多くは戦争や戦後の困難期における軍隊の駐在や食

糧増産などの影響を受け枯損してしまいました。現在残っている桜の多くは、1956（昭

和 31）年に公園設計の理念に沿って補植されたものだと考えられます。 

 

 
■臥竜山公園設計図 

  



１-２臥竜公園の桜の位置付け 

臥竜公園の桜は 1990（平成 2）年には「さくら名所 100 選」に選出され、市民にとっ

ての誇りと言える存在になったばかりでなく、長野県内有数の桜（‘染井吉野’）の名所と

して認識されるようになりました。 

一方、須坂市において桜を語る際には『叒譜』も忘れてはいけない存在です。『叒譜』

に描かれた桜と臥竜公園の桜の活用については、2000（平成 12）年の「須坂市さくらと

花の基本計画」において、蔵の街並みや寺院には『叒譜』に描かれた桜を充実し、臥竜

公園や坂田山共生の森は‘染井吉野’を充実する方向性が示されました。また同計画では、

市民との協働で桜の保全に取り組むことの必要性も挙げられており、2002（平成 14）年

には市民との協働で臥竜公園の桜を保全・活用することを目的に「臥竜公園桜守りの会

（以下、桜守りの会という）」が結成されました。 

2004（平成 16）年 4 月には「全国さくらシンポジウム in すざか」も開催され、既存

の桜を次世代に引き継ぐために、有識者や関係者による臥竜公園桜樹勢回復検討委員会

（以下、委員会という）も組織されました。その後、2018（平成 30）年に臥竜公園に関

係する団体によって臥竜公園里山整備利用促進協議会が組織され、臥竜公園のより一層

の魅力向上に向けた検討が進められ、2021（令和 3）年に臥竜公園桜樹勢回復検討委員

会の設立趣旨や現状の参加状況等を踏まえ、検討委員会は一旦整理しました。 

 

  

 

※『叒譜』… 1861（文久元年）年に完成

した桜の図譜『花譜』を須坂

藩 13 代藩主 堀直虎公が写本

したとされる（画像：須坂市

HP より）。 

  



２臥竜公園の桜の管理方法について 

２-１桜の台帳づくりと毎木調査 

植栽後 50 年以上が経過した頃から桜の樹勢衰退が目立ち始めました。その対策のた

めに 2007（平成 19）年に公園内に植栽された桜の台帳作成、翌年の 2008（平成 20）年

には台帳に基づいて各個体の現況調査が実施されました。その結果、75％の桜が生育不

良と判断され、58％の個体がコスカシバの食害を受けていることが判明しました。 

 

 
■桜の植栽位置図 

  
■2008 年の調査結果 

判定（本数）

良好 普通 不良 甚だ不良 伐採

コスカシバの食害

無し 有り

42％ 

58％ 

2％ 5％ 

19％ 

38％ 

37％ 



２-２管理方針 

前記の調査結果を受けて、臥竜公園の桜の今後の在り方が委員会で検討されました。

委員会では ‘染井吉野’は管理次第で再生可能な特性があることを踏まえて、桜を植栽・

保全してきた先人の想いを後世に繋ぐことを目指して、既存の桜の再生・保全に向けた

管理方針がまとめられました。以降、委員会での見直しや臥竜公園里山整備利用促進協

議会の提言を受けながら、管理方針に沿って桜守りの会、他の皆様と協働で既存の桜の

再生・保全に向けた管理が進められています。 

 

【桜管理の基本的考え方】 

 安全性の確保（危険木や枯れ枝などは早期に除去） 

 既存の桜を活かす（衰退木は積極・重点的に樹勢回復、土壌改良、肥培管理） 

 樹高の低減（管理工数の軽減、枝の更新による花・紅葉の充実） 

 桜同士が共存できる管理（剪定による空間確保、間伐による植栽間隔の調整） 

 生育障害となる要因の減少（被圧の解消、根の伸長範囲の拡充、柵の改修） 

 ‘染井吉野’の景観の充実 

 行政と市民による協働作業 

 

協働作業の役割分担 

行政…各種調整、広報など 

住民…頻度が高く、危険性が低い負荷を伴わない作業（予察）など 

桜守りの会… 住民作業の模範・指導的役割など 

業者…専門性が高く、危険性や強い負荷を伴う作業など 

 

２-３主な管理作業と年間スケジュール 

臥竜公園で実施している主な管理作業とスケジュールは以下の通りです。 

 

■主な管理作業と年間スケジュール（〇は桜守りの会、他との協働作業） 

作業項目 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 ２月 ３月 

軽剪定             

本剪定             

土壌改良（壺肥）             

〇施肥             

〇コスカシバ防除             

周辺樹林の整備             

除草             

〇定期観察             

予察             

  



２-４主な管理作業の状況 

  
本剪定 周辺樹林（被圧木）の整理 

  
壺肥 壺肥で発生した根 

 
不定根誘導  

  
雨天後のぬかるみ 寒冷地向けの舗装（雨天後のぬかるみ対策） 

  



２-５桜守り活動の概要 

須坂市では 1995（平成 7）年度から、市民と協働で花を育て花を愛する感性ある人づ

くりによって快適な生活環境と訪れる人にやさしく温かい魅力ある「ふるさと」づくり

を推進するため、「花と緑のまちづくり事業」を進めています。臥竜公園では 2002（平

成 14）年に「桜守りの会」が組織され、市民協働による桜の保全・活用を目指して以下

のような取組を実施してきました。 

 

■保全に関すること 

 コスカシバの防除（須坂創成高校と連携したスカシバコンの設置） 

 ボカシ肥づくり・施用 

 ムラサキハナナの播種 

 桜の現状観察（臥竜公園桜の樹勢回復検討委員会への参加） 

 先進地の視察 

■活用に関すること 

 桜ガイド（桜祭り開催時） 

 桜ガイドマップの制作 

 

２-５-１コスカシバの防除 

2008（平成 20）年の調査で公園内の 58％

の桜がコスカシバに加害されていました。

コスカシバはリンゴを含む核果類果樹の

害虫としても知られています。須坂市はリ

ンゴの産地であることから、コスカシバが

近隣から飛来し被害が拡大する可能性が

あります。逆に公園が発生源となった場合

には近隣の農家に迷惑が掛かることを懸

念して、翌年の 2009（平成 21）年から「桜

守りの会」と「須坂園芸高校（現：長野県

須坂創成高校）」、職員との協働によるコスカシバの防除が始まりました。コスカシバの

防除には、できるだけ環境への負荷がかからないように殺虫剤ではなく交信攪乱剤（ス

カシバコン）を活用しています。 

長野県須坂創成高校の生徒がコスカシバの被害状況を調査した結果（竜ヶ池周辺の全

個体）、2021（令和 2）年に被害を受けていた個体は 1.4％に減少していました。 

コスカシバの食害（本数）

無し 有り

98.6％ 

1.4％ 



  
コスカシバの防除作業 

 

コスカシバと交信攪乱剤（スカシバコン） 

樹皮下で越年した幼虫が 6 月と 8 月下旬をピークに 5 月中下旬以降から 10 月頃まで

断続的に成虫として発生します。発生した成虫は樹皮の荒れた凹凸の激しい箇所（高齢

木に多い）を好んで産卵し、ふ化幼虫はただちに樹皮下に潜入して食害を始めます。幼

虫が形成層付近を食害するため、加害数が多いと樹勢の衰退につながります。また食害

部が病原菌や腐朽菌の侵入口となって二次被害に繋がることがあります。 

コスカシバは雌の成虫が発する性フェロモンを頼りに雄の成虫が雌の元に訪れて交尾

後に産卵します。交信攪乱剤（スカシバコン）には雌の性フェロモンと同様の成分が含

まれ、桜の周辺に設置して一帯に雌の性フェロモンを充満させることで雄が雌に出会う

確率・産卵を減らし、桜への被害を予防します。 

 

   

コスカシバの成虫 コスカシバの幼虫 コスカシバの食害痕（虫糞とヤニ） 

  



２-５-２ボカシ肥づくりと施用 

臥竜公園の桜は竜ヶ池の池堤を中心に植栽されています。池堤は竜ヶ池を築造する際

に盛土をして締め固めた場所です。養分が乏しく桜の根が伸長するには硬すぎる状態で

あり、ナラタケモドキのような土壌病害も発生していました。 

現状の生育基盤を活かして土壌の物理性・化学性・生物性を緩やかに改善しながら樹

勢回復を図ることを目指してボカシ肥を継続して施用しています。使用するボカシ肥は

毎年、桜守りや長野県須坂創成高校とともに米糠や魚粉、油粕、籾殻、微生物資材を混

合しして発酵させることで作成してきました。 

 

  
ボカシ肥づくり ボカシ肥の施用 

２-５-３現状観察 

委員会では管理作業の確認や見直しを検討するために、年に 1 回桜の生育状況を確認

してきました。この現状観察には桜守りも参加し、枯れ枝や病害虫の発生状況を確認す

るとともに様々な意見交換を実施しています。 

 

  
現状観察   



２-５-４先進事例の視察 

臥竜公園の桜の魅力を向上させるため、今後の必要と考えられる課題に既に取り組ん

でいる場所を視察し、臥竜公園への導入を検討してきました。 

弘前公園（青森県弘前市）では、‘染井吉野’の古木が管理によって保全・再生されてい

る事例を視察し、臥竜公園においても既存の‘染井吉野’を保全・再生していく方向性を再

確認しました。国営アルプスあづみの公園（長野県安曇野市）では寒冷地における舗装

工事の事例を視察し、園路中央に寒冷地型舗装を導入することで降雨後の地面のぬかる

み改善に繋がりました。幸手権現堂桜堤（埼玉県幸手市）の視察では、市民団体が NPO

法人として行政と有効な関係を築きながら桜を管理する事例を学び、群馬県館林市では

近年桜の脅威と考えられているクビアカツヤカミキリに関する情報や対策について学習

してきました。クビアカツヤカミキリの対策は侵入・定着させないことが第一であり、

そのためには早期の発見が不可欠です。クビアカツヤカミキリの早期発見には日頃から

市民の皆様に関心を持ってもらうことが効果的である観点から注意喚起看板を 2021（令

和 3）年に公園内に設置しました。 

 

※クビアカツヤカミキリは、現在までに長野県内への侵入は確認されていませんが、

隣接する群馬県や埼玉県、愛知県では発生が確認されています。また、モモなどの農作

物で甚大な被害が発生しており、生態系への甚大な影響も予測されることから、農林水

産省や環境省が中心となって全国規模で撲滅に向けた取り組みが行われています。桜の

みではなく、市の主要な農作物であるリンゴも加害されることが解っているため、クビ

アカツヤカミキリは特に注意が必要な害虫といえます。 

 

  
寒冷地舗装（長野県安曇野市 2012 年） クビアカツヤカミキリ（群馬県館林市 2020年） 

  



クビアカツヤカミキリ 

成虫の発生時期は主に 6 月～8 月頃で、サクラ、ウメ、モモ、ハナモモ等の樹木の樹

皮の割れ目などに産卵します。樹皮の荒れた凹凸の激しい箇所（高齢木に多い）が産卵

に好まれる傾向があり、孵化した幼虫はすぐに樹木内部に侵入し、主に樹皮直下の材を

食害していきます。その部位は樹木が成長する部分（形成層）や、水分・養分の通り道

（道管・師管）などであり、樹木は大きなダメージを受け、被害が大きい場合には枯死

に至ります。幼虫の活動（食害）期は 4 月頃から１０月頃までで、フラスという木屑と

糞の混合物（薄い切片状の木屑を多く含み、棒状やかりんとう状につながることが多い

のが特徴で、幼虫の成長とともに太く量も多くなります）が幹や枝に開けた孔（排糞孔）

から盛んに排出されます。 

未発生地では侵入定着させないことが重要です。まずは早期にクビアカツヤカミキリ

の幼虫が食害した痕跡であるフラスを発見できる体制を整

えます。注意喚起の掲示物などで、日頃から市民の皆様に

関心を持ってもらうことが効果的です。早期にフラスの発

生が確認できて、1 本の木を加害している幼虫の個体数が

少なければ、薬剤などを用いた防除も有効です。既に 1 本

の木に数個体の幼虫が侵入している場合は、根元と幹をネ

ットで覆い羽化した成虫が他の樹木へ移動しない措置をと

って成虫を見つけ次第捕殺します。もし脱出孔も確認でき

る場合は、発生した木の伐採に合わせて前述のように近隣

の樹木の根元や幹にネットを巻く対策も検討しなければな

りません。 

   
成虫 ♀（左）♂（右） 幼虫が発生したフラス 幼虫による食害状況 

 

特定外来種とは 

もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業に

被害を及ぼすもので、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で

定められています。特定外来種は飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入が原則とし

て禁止されています。 

  



２-５-５ムラサキハナナの播種 

桜の開花期から葉が茂るまでの期間にかけて、桜の根元に彩りを添えることを目的に

ムラサキハナナを播種してきました。ムラサキハナナを選択した理由はもう一つあり、

直根性の一年草である性質を活かして締め固まった土壌を耕す効果も期待していました。

しかし、開花が中々揃わない、桜の開花期以外の魅力向上などの課題もあり、現在では

職員が中心となってビックベゴニアなどの宿根草の植栽が進められています。 

 

  
根元に播種したムラサキハナナ 根元に植栽されたビックベゴニア 

  



２-５-６桜のガイド及び桜ガイドマップの作成 

桜祭りの際に団体の観光客を対象に公園ガイドを実施しています。公園ガイドでは、

桜の基礎知識や臥竜公園で見られる桜のほか、『叒譜』に描かれた桜、臥竜公園や市の歴

史なども解説することで、桜をきっかけに市を知ってもらう機会としても活用されてい

ます。一方で、団体で来園する観光客は滞在の時間が限られていることが多く、多くを

説明する時間が取れないためにガイド用の補助資料として桜ガイドマップも作成しまし

た。 

 

  

  

  



３現在抱えている課題と対策 

３-１新たな病害との闘い 

臥竜公園の桜は過去に実施した樹高の低減剪定（切り詰め剪定）から樹形を整えてい

る途上にあります。10 年程度の歳月が経過し、一部の個体では樹勢や樹形が安定してき

ました。しかし、低減剪定後に発生した更新用の枝がサクラ類増生病に罹ってしまい、

やむを得ず切除しなければならない状況が続いています。 

市民からの要望が強い「桜のトンネル」の再現に向けて管理育成に努めています。 

 

  
2007 年の桜の状況 2021 年の桜の状況 

  
更新用の枝（矢印）とサクラ類増生病に罹った枝（矢印：塗りつぶし） 

  



サクラ類増生病 

病原菌は未だ特定されていませんが、糸状菌や細菌が複合的に絡んでいると推察され

ます。‘染井吉野’では枝の一部が紡錘状に膨らみ、後にその先が枯死します。伝播性があ

ることも確認され、放置しておくと年数をかけて枯死にいたります。 

現状では罹病部を剪定除去する以外に対処方法がありません。適切な位置での剪定に

加えて、樹勢を維持・回復するための枝葉量があるうちに早めに対処すること、土壌改

良や肥培管理による枝の再生を促すことも重要です。 

 

  
枝に生じた紡錘状のコブ コブより先が枯れ落ちた枝 

  
対処が遅く枝葉量が少ない状況 更新された枝 

 

桜の病害 

地上部や地下部に関係なく桜の病害に

ついては、特効薬はほとんどありません。

病害は右図の 3 つの要因が重なった時に

発生するとされています。既存樹の保全・

再生では素因である桜の性質は変えられ

ませんので、主因である病原体の密度の

低下、誘因である桜が良好に生育できる

環境づくり、病原体が活性化し難い環境づくりを地道に進めていくことが桜の病害への

有効な対策です。  



３-２気候変動による夏季の異常な高温や乾燥 

近年の気候変動により夏季に異常な高温や乾燥が起こり、夜間の気温も十分に低下し

なくなってきました。この環境変化は桜にとっては厳しい生育状況になってきたといえ、

夏季には全体的に葉が萎れ気味になっている状況も確認されています。これまでは日当

たりが良い場所に植栽されている個体は順調に樹勢が回復しつつありましたが、ここ数

年は樹勢の維持が懸念されるようにもなってきました。 

この対策として灌水の他、桜の根元に草花を植栽して根元への日光の直射を避けるこ

とも有効です。花の植栽を地域の花壇ボランティアなどと連携することで、草花への灌

水を兼ねた桜への水の供給や除草作業の軽減なども期待できます。 

 

３-３在来病害の活性化と公園に植えられた宿命 

公園や街路樹などの都市樹木にとって、発生すると厄介なキノコにベッコウタケがあ

ります。ベッコウタケは樹木に寄生しても枯らすことは滅多にありませんが、樹体を支

える根を腐らせるため、寄生した樹木を倒伏させることがあります。また高温や乾燥に

耐性を持っており、近年その影響が懸念されている病原菌の一つです。 

‘染井吉野’は手を掛ければ再生・保全が可能ではありますが、公園に植栽されている樹

木は安全性の確保が最優先されます。ベッコウタケによる腐朽の進行が抑えられず、支

柱も設置できない位置にあるなどの個体については植替えを検討せざるを得ません。植

替えに関しては設計の理念や管理方針に則り、種類は‘染井吉野’とし十分な植栽間隔を確

保したうえで、忌地現象への対策、池堤の保護に留意して実施していきます。 

 

ベッコウタケ 

桜に限らず落葉広葉樹の地際部の幹や根を侵すキノコです。桜を枯死させることはほ

とんどありませんが、地上部を支えている地際部の幹や根などの材部を腐らせます。ベ

ッコウタケは腐朽力が強く根の腐朽が進行すると（材強度の低下）、ちょっとした風でも

倒木を招く危険性がありますので、公園で発生し

た場合は注意が必要です。 

材内に侵入した病原菌を殺菌できるような防除

方法は確立せれていません。支柱の設置や上部の

重量を軽くするための剪定を行うと同時に、桜の

樹勢回復を図ることで樹木が持つ防御機能を活性

化させ、幹の肥大や根を発達させることで強度の

増強を図ります。  



３-４新たな見守りの体制づくり 

前述のように、近年の気候変動は桜に環境ストレスを与えるばかりでなく、新たな病

害虫の発生や既存病害虫の激害化を招く可能性も懸念されます。これらの対策としては、

桜の異変に早期に気づいて対応していくことが必要です。そのためには、日頃から臥竜

公園を利用している多くの市民からの協力を得ることが有効です。一方、社会情勢の変

化や関わる人間の多様化により、桜に要求する内容が違っていたり変わっていったりす

ることも考えられます。 

臥竜公園のような立地に恵まれ歴史がある場所に植栽されて古木となった桜を保全し

ていくためには、臥竜公園の歴史や桜を育成・保全してきた履歴を把握し、桜の基礎的

な知識を有した多くの人がお互いの立場を尊重しながら桜を見守っていく体制が重要と

なります。桜守りの会では組織の若返りや時代に合わせた活性化を図るために、独自に

長野県須坂創成高校の生徒と積極的に関わる工夫をしています。今後、市民活動の模範

となる組織として益々発展していくことが期待されます。 

 

  



３-４-１桜にとっては実害が少ない毛虫類への対策 

桜の葉が展開する頃になると、毛虫が発生することがあります。多くの公園や街路樹

においては、‘染井吉野’という一つの品種の桜が狭い植栽間隔に多数植えられています。

桜の葉を餌にする毛虫にとっては、餌が豊富にある環境です。そのため、発生した毛虫

を放置した場合には大量に増殖に繋がり、桜は毛虫が特に発生しやすい樹木として認識

されてしまっているようです。 

また毛虫は外見が人に不快感を与えることが多いため、人目に付きやすく桜への毛虫

の被害も大きいと考えられがちです。しかし、毛虫が食べる葉は樹木にとって再生が可

能な部位であり、実際には桜への影響は大きくありません。一方で、公園や道路に観賞

を一つの目的として植栽された樹種であることを考慮すると、桜の所有・管理者の立場

としては通行人や近隣に居住する人に不快感を与える毛虫を防除することは必要な配慮

でもあります。だからと言って、子どもが訪れ多くの野生生物も生息する公園において

は、むやみやたらに殺虫剤を散布することは控えなければなりません。幸いなことに桜

に発生する主な毛虫（オビカレハ、アメリカシロヒトリ、モンクロシャチホコ等）は発

生初期に群れて生活しているため、そのタイミングの逃さなければ容易に処置（発生部

位の切除）することが可能です。前記のように、公園を利用している市民の皆様からの

通報をもとに、対処ができる体制の構築が有効です。 

 

桜に発生する主な毛虫 

発生初期には幼虫が群生しているので、この時期に発見し枝葉ごと除去することで環

境への負荷が少なく対処ができます。 

   

   

オビカレハ アメリカシロヒトリ モンクロシャチホコ 

４月頃発生 ４～９月頃にかけて 2～3 回発生 8～9 月頃発生 

  



桜の害虫 

桜の害虫は大きく食葉性と吸汁性、食材性の 3 つのタイプに分かれます。 

食葉性害虫（毛虫類、コガネムシ類）は目に留まりやすく不快度が高い傾向がありま

すが、樹木にとって再生することが前提の部位である葉への被害であるため、大量に発

生しない限りは桜への影響は余りありません。吸汁性害虫（カイガラムシ類、アブラム

シ類）は体が小さく繁殖力も高いために薬剤以外での防除が難しく、病原体のウイルス

を媒介することもあり農作物にとっては厄介な存在です。しかし、桜の場合は大量に発

生しない限り、大きな影響はありません。食材性害虫（コスカシバ、カミキリムシ類）は

毎年蓄積していく材の部分に被害を及ぼします。材部には成長の元になる形成層や根か

ら吸い上げた養水分を葉に送り、葉でできた光合成産物を根まで届ける通導組織が存在

します。これらへの被害は樹木にとって致命傷になる可能性があり、食害痕から病原菌

が侵入して、より深刻な二次被害につながることがあるので最も注意を払うべき害虫で

す。 

 

 

 

  



３-４-２ウソは桜にとっては実害がない 

ウソはスズメ目アトリ科ウソ属に分類される鳥類で、冬期に集団で飛来して桜の花芽

を食害します。ただし、花芽を選択的に食害し、葉芽は残るため桜本体への被害はほと

んどありません。むしろ、花を咲かせて実を結ぶエネルギーを 1 年分蓄積できることに

なり、翌春には見事な花を咲かせることがあります。とはいえ、ウソが飛来した場合は

殆どの花芽が食害されるため、その年は花が咲かずに桜の名所地では問題視されている

のが現状です。現状では有効な防除方法は確立されておらず、物理的に追い払うしか方

法はありません。動物園が隣接し自然との共生も図る臥竜公園において、桜守りの会と

の連携で市民の皆様からも理解が得られる新たな共生の形が発信されることが期待され

ます。 

 

 
ウソの被害 ウソ♀ ウソ♂ 

 


