
 

令和五年 元 旦 

オオタカ 根木内歴史公園で撮影：工藤康徳氏 

今年は 癸卯 みずのとう 寒気が緩み萌芽をうながす 

厳冬が去り春の兆しが訪れる年、コロナ禍以降 停滞し

続けていた世の中に 希望が芽吹く春がやってきそうです 

 

ニホンノウサギ 我孫子の森で撮影：鈴木俊二氏 



根 っ 子 の 会 

日 時：2023年 1月 6日（金）9時 30～12時、天気：晴れ 

出席者：壱岐・石崎・小笠原・金子・佐藤進・田中・山崎・綿引・三嶋  １１名 

市川  和宇慶 

新年 3ヶ日は寒いけれど風がなく晴天で太陽光が暖かさを保持して 有難い日和を感じ

ていました。昨年 7日金曜日は初雪が降り 入口からの坂道や木道は 雪かきをしないと

歩き難い状態であったが 今年は所により雪が降るかもしれないとの予報もあり 南岸低気

圧の位置関係が左右するとのことで 全く心配はなく過ごせました。先ずは 集まった皆さ

んとの新年のご挨拶をして 公園を一周することにしました。 

 

日 時：2023年 1月 13日（金）9時 30～12時、天気：晴れ 

出席者：石崎・小笠原・金子・佐藤進・田中・綿引・三嶋  １0名 

市川・児玉・中島 

今日はあまり寒さを感じない日和です。関東では 1月 1日から 7日までが一般的ですが 

1月 15日までという地域もあり、鏡開きは 1が 3つ並んで縁起がよいということで 1月

11日です。門松を皆で片付けて年始作業の始めとしました。 

児玉さんと中島さんも出てきての作業。綿引さんが自家製のミカンを持ってきてくれて味

わいました。 

 

三嶋秀

恒 

 

サルスベリ剪定 移植地の手入れ 
園路の補修 

ミクリ池の水路整備 

ダイサギが遊びに来て… カルガモファミリー 



根木内歴史公園の作業チェックポイント-2 

木道補修：3年間に亘っての改修工事予定で、水抜きも行って 3月までの工事 

工事期間中は う回路を設置・注意表示を行って安全配慮＝別途打合せ 

上富士川フェンス際の手入れ：フェンス外（川側）に灌木や雑草の除去手入れを根っ子の会で 

自主的に実施しているが 危険を伴う作業もあるので 業者に依頼 

サクラ広場：ベンチ 2台を設置 つる草の伐根・除草を行い 11月・4月のお花見時期に合わせて 

環境整備を継続実施、➀3本のサクラが大分大きくなり枝が込み合ってきたので剪定を検討、 

②イボタノキも剪定、③表示は目立たないので 隧道に立ち入らない様 トラロープを付けるとよい、 

④高台にあるので見晴らしを良くするとよい、 

霜田橋下の「清流の広場」：石壁の除草整備を実施しており、皆でやる作業にするとよい 

霜田橋辺りの植栽（ツツジなど）：除草・手入れは年 4～5回の実施を行なっている 

移植地の整備：定期的に刈払機で除草・樹木剪定を実施、う回路の検討予定 

コナラ：ナラ枯れ対策の必要なところは 伐採・ネット養生など適宜実施検討、園路脇のコナラ伐採 

中央木道：土台部が沈んできたため 部分補修 

湿地山側の樹木伐採等の整備：継続実施 

竹弓づくり・入替え：中央園路・芝生広場・水路際の花壇など 

田んぼ耕うん：耕うん機による作業 

池と水路の清掃・整備：アオコ除去作業・縁の崩れ直し等 

№11 エリア：観察 Gの意見により作業、12月に刈払機で除草・整備 

園路の危険落枝：湿地山側園路～中央階段園路の危険落枝・枯れ樹木が心配 

物見台(階段を上った所)：廓に降り 廓上段・廓下段に分れ、冬の間に枯れ枝・倒木・シュロ・ 

ヤツデ・アオキの伐採を実施 

国道 6号への階段：手すりが上部だけ松戸市が設置、国土交通省が下側を設置？ 

芝生広場：ロープの張替え、掲示板周辺も良好、虫保護区の検討 

ウメ・ムクゲ・アジサイ・ロウバイの剪定等々 

土塁切通し・土橋：竹フェンスの更新補修 

竹林：トーケン方向への倒れはなく、冬場に手入れを実施、竹弓の材料を確保 

城址口植栽：ベンチが老朽化、放射能測定表示は撤去、土橋の陶板は交換を再要請 

土橋から下る赤道：草木・樹木を伐採、空堀のササを刈払機で刈るなどの整備 

モミノキ林（右手）：枯れ枝・竹など年 1～2回整備実施、枯れ枝・竹を集めて チッパー作業予定 

西原造園の作業確認 

➀中央木道の国道側の除草：伐採ヨシの片付け：冬、②キショウブ池～ジャヤナギの除草：10月 

③城址口の除草、④中央園路下のコナラ伐倒、⑤湿地周りの残材撤去等 

その他： 

①ゴミ拾い、片付け＝公園の環境美化、分別処理について 

②情報共有化について 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャヤナギを剪定し 下部の除草
も実施、 

フェンス川側のスペースに草や
灌木が生えており、これの伐採・
整備を実施 

中央木道の道路側の残り部の除
草とヨシなど片付けは 
西原に依頼 

フェンス川側のスペースで、作業
で危険な場所は西原に依頼 

水路側の田んぼは軟らかいので 

波板などで対策検討 

田んぼ：早目に耕うん 堆肥を入

れて 5月には田植え 
霜田橋下の清流広場は河川清流課

からの依頼により公園側で壁面の除

草などを実施、皆で作業に取組む 

サクラ広場はイスを設置して 11～12 月と 4 月にお花見に良い環境づ
くりを進める。十月サクラ 3 本とイボタノキを剪定、隧道入口にトラロー

プを付ける。 

➀木道工事のう回路は サクラ広場から移植地を通る道を検討。 

②霜田橋から左回りで 上富士川のフェンス沿いに歩く道 

③表示板と注意看板を設置 

根木内歴史公園 作業点検 2023年度留意点 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コナラのネット巻きは 4 月の芽生
えをみて取外しを検討 

廓下樹林のササは刈らずに残し
ておいてもよい 

フジ蔓の絡んだコナラはナラ枯
れが出ているので 西原が伐採 
№11エリアにかかるコナラ？ 

中央階段園路と樹林下園路など 道に樹木がかぶっていて 枝の折損があり 枯れている樹木もあるため  風が吹くと 落下の

危険がある。注意表示だけでなく、高所作業で対策することが望まれる。 

スギの丸太をチェーンソーで 
加工した残材処理 

作業場の物見台から 廓下を見
て 上段・中段・下段を確認し 冬
場に一度は整備作業を予定 

土塁切通し(土橋)の竹フェンス
は老朽化のため交換が必要。 
冬場に準備をして作業を行う。 

土橋の竹林は 冬場に手入れ・
整備をしましょう。 
刈払機で道を開く 

湿地山側の剪定枝伐採材の 
片付け処理 

作業場の整理は出来たが、チッ
パーで破砕を予定 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロウバイが満開、伸びすぎで 
剪定しましょう 

土橋の上をみると ここも落枝の
危険が心配ですね 

陶板が全く見えなくなって役立た
ず、造り直しでしょう 

モミノキ林は枯枝や竹が散乱し

ているので 片付けをして 
チッパー処理 
 

キショウブ池の砂利道は踏石を

敷いて歩き易くなったが 3 枚程
度追加するとよい 
 

地下水から湧いてくる「アク」は網

ですくって対策している＝ 
人海戦術 



根 っ 子 の 会 

日 時：2023年 1月 20日（金）9時 30～12時、天気：晴れ 

出席者：壱岐・石崎・石堂・小笠原・金子・佐藤進・須藤・田中・綿引・三嶋 11名 

市川 

一年で最も寒い時期 １月 20日は大寒で、2月の立春までは寒波襲来、来週は今年最悪の

大寒波が押し寄せ 25日は-5℃で昼間の最高気温が 5℃の予報で 震える 1週間になるでし

ょう。芝生広場にはロウバイが黄色い花をたくさん咲かせて甘い香りを楽しませてくれま

す。隣にはキリの高木に果実と梢の先端部に冬芽（花芽）が見られ、花期５月 果期 11月

頃になります。翌日の土曜日は 風が強く 一時突風があり。 

作業は➀ミクリ池の排水小屋からの水路整備 排水小屋まわりのヨシ刈りなど 

②ジャヤナギの剪定ですっきりとした景観、③田んぼ脇の水路に 50㎝の畔板を設置、 

④ソクズ群生地の整備、⑤園路の整備等、⑥中央木道の階段手摺の補修 

〇21日は西原造園がヨシの残材をパッカー車に詰込んで整備作業、木道沿いの地盤調査

は 10ヵ所、木道の基礎は 3mの板を敷きしっかりとした工事のようだが 20年も経過する

と木部ネタが朽ってきている様相。 

 

 

 

三嶋秀

恒 

 

ジャヤナギの剪定ですっきりの景観      ソシンロウバイが満開でよい香りが…    キリの梢に花芽 葉芽がたくさん観られる 

田んぼ脇の水路に畔波板を設置      小屋のまわりのヨシ刈りと水路整備      ミクリ池の整備・アオコの除去作業 

ソクズ群生エリアの整備              ヨシ刈り後の残材運び出し 西原の作業   木道下の地盤調査は 10 ヵ所 



根 っ 子 の 会 

日 時：2023年 1月 27日（金）9時 30～12時、天気：晴れ 

出席者：壱岐・石崎・小笠原・金子・佐藤進・田中・三原・綿引・三嶋  9名 

 

今年は 10年に一度の大寒波で 24日から各地で大雪が降り水道管の凍結 路面凍結による

交通障害など、松戸では氷点下で寒かったが 雪が降らず作業ができました。 

作業は➀水路に畔板設置と田んぼの整備、②中央園路の補修と剪定枝で杭づくり、③空堀

園路辺りの整備、④土橋の竹林のササ刈払いなど 

〇五葉松の寄贈の話があり、公園緑地課に伝えた。 

〇木道補修は西原造園の工事で 3月に実施予定 

 

 

三嶋秀

恒 

 

水路の改修と田んぼの整備   竹林作業の前準備 

杭づくり 



根 っ 子 の 会 

日 時：2023年 2月 3日（金）9時 30～12時、天気：晴れ 

出席者：壱岐・石崎・小笠原・金子・佐藤進・田中・三原・山崎・綿引・三嶋  

       市川・中島、  片田・佐野  11名 

今日は節分 豆まきと恵方巻の習慣が定着し、南南東の恵方を向いて食べると縁起が良い 

恵方に向かって恵方巻を食べると願い事が叶うということで、太巻きのお寿司で 7種類の

具材を入れて「福を巻き込む」と言われています。今年は恵方巻を食べ「コロナに感染せ

ず 健康に」を願いました。暦の上では「節分」で冬が終わり「立春」から春が始まります。 

木道の補修について 公園緑地課・西原造園と案内看板設置・水抜きの方法を打合せ。 

作業は➀水路に畔板設置と田んぼの整備、②水路の整備、③土橋青道の杭の補修、 

④モミの樹林の片付け整備、 

 

三嶋秀

恒 

 

田んぼの水路を整備    水路に畔の波板設置 

水路の整備     土橋青道の杭の補修 

モミノキ林の残材整備    木道工事の注意版 3月末まで 

芝生広場の紅梅 



根 っ 子 の 会 

日 時：2023年 2月 17日（金）9時 30～12時、天気：晴れ 

出席者：壱岐・石崎・小笠原・金子・佐藤進・田中・綿引・市川・中島  9名 

今年は 10年ぶりの大寒波襲来と言われて氷点下の寒い日はあったが、雪はうっすらと

だけで積もらなかった。10日（金）は雨降りで作業休止、カラカラ天気だったので恵み

の雨でした。来週は雨水で季節が変わります。ロウバイはまだ香っているけれど 地表

ではオオイヌノフグリ・ホトケノザ・ヒメオドリコソウなど春の兆しです。 

〇木道の補修は 3月に実施で、上富士川への排水はバルブ交換によりトラブルが無くな

り、地下水汲み上げの調整と水路の止水により木道下は排水状態、部分的に浚渫作業を 

行い、準備を進めている。三嶋はコロナ感染のため 2月末まで療養自粛となる。 

作 業：➀水路に畔板設置と田んぼの整備、②ミクリ池・水路の整備、 

 ③土橋青道の杭の補修、④園路下の片付け整備、 

 

日 時：2023年 2月 24日（金）9時 30～12時、天気：曇り 

出席者：壱岐・石崎・石堂・小笠原・金子・田中・山崎・綿引・市川 9名 

作 業：➀土橋手前杭修理・杭つくり、②中央階段付近の園路補修、③田 2面とも初回耕うん 

 ④移植地手入れ、⑤竹林エリア前回刈払後の片付（枯れ草が積み上がり放火を懸念） 

 ⑥スギ伐倒木平板化、スギ材について完了、コナラ伐倒木の玉切り 

 

 

 

 

ミクリ池にゴイサギ  ダイサギ 

田んぼの耕うん できました 

中央園路の整備 杭づくり 土橋からの道を整備 

スギ板の加工 

芝生広場の紅梅 白梅 



根 っ 子 の 会 

日 時：2023年 3月 3日（金）9時 30～12時、天気：晴れ 

出席者：壱岐・石崎・小笠原・金子・佐藤進・田中・綿引・市川・中島 ・三嶋 10名 

桃の節句（雛祭り）を境に春になります。オオイヌノフグリやホトケノザが咲いて 

春の兆しがみられる時期で、今年は桜の開花が早くなりそうです。 

木道改修工事が始まりました。 

作 業：➀竹柵づくり(土橋切通しの柵)、②ミクリ池・水路の整備、 

 ③園路沿いの整備、④チェーンソー作業、⑤木道作業・う回路の確認 

 ⑥中央木道の補修 

 

 

 

田んぼの端で湧水の沸き出し 発見 木道の補修作業 3時まで 

木道の補修作業注意、う回路を設置してトラロープで境界 

水路の水止め 2 ヵ所 



根 っ 子 の 会 

日 時：2023年 3月 10日（金）9時 30～13時、天気：晴れ 

出席者：壱岐・石崎・小笠原・金子・佐藤進・田中・山崎・綿引・三嶋 

市川・児玉・中島 和宇慶     13名 

2月は寒い日もあったが雨降りが少なく乾燥状態、昼間は暖かい気温で晴れの日が多か

ったようで 花粉が多く飛んでいた気がしました。3月も温暖な日が続いて サクラの蕾

が膨らんで 週明けの 15日に開花、22日には満開になる予報です。松戸宿坂川河津桜ま

つりは 3月 4日と 5日の土日に開催、松戸の桜祭り（ソメイヨシノ）は常盤平・六実・

八柱など 25日・26日に開催とのこと、コロナ感染に注意をしながらのお花見です。 

ニホンアカガエルの卵塊がみられ、ヒキガエル・トウキョウダルマガエル、あまり歓迎

しないウシガエルなど…、ザリガニがそろそろ出てきたヨ。 

ミーティング：①木道の工事は 3月末までを予定、②コナラの伐採は 4月以降の予定、 

 ③ミクリ池とキショウブ池の泥濘対策で敷石を施設予定、④小砂利を運んだので自由 

 に使用してよい、⑤木道補修で出た板材は使用してください。 

作 業：➀木道の補修、②水路の浚渫泥上げ作業、 ③ミクリ池の地下水排水場の整備 

④チェーンソー作業、⑤う回路の確認で対策検討、⑥ジャヤナギ下の整備 

 

 

 



根 っ 子 の 会 

日 時：2023年 3月 17日（金）9時 30～12時、天気：曇り 

出席者：壱岐・石崎・小笠原・金子・佐藤進・田中・三嶋 

市川・児玉・中島    10名 

昨日は一日雨降り 風が強く 寒い日でした。囲いやまの森でホルンの練習会コンサート

を予定していたので 中止は残念！  

今日は 4月の陽気でダ倉は満開のお花見です。 

3月に入り高温傾向が続き、早くも開花で 3～4分咲き、霜田橋のシダレザクラは満開、

紫モクレンも見ごろです。山側のコブシが咲き、地表でもオオイヌノフグリやヒメオド

リコソウが一面花盛りです。水路をみるとカエルの卵塊がたくさん観られ オタマジャ

クシもたくさん観られます。 

児玉さんがお饅頭を作ってくれて みんなで美味しく賞味。よい季節です。 

 

霜田橋のシダレザクラとシモクレン 

田んぼの整備   園路下の整備 

う回路の階段づくり 危険個所表示に杭・トラロープ 

残材場所の整備 



根 っ 子 の 会 

日 時：2023年 3月 24日（金）9時 30～12時、天気：晴れ 

出席者：壱岐・石崎・小笠原・金子・佐藤進・田中・山崎・綿引・三嶋 

市川       10名 

  3月 21日は春分の日で本格的春の到来、24日が彼岸の明け、サクラはほぼ満開で今

年の桜祭りは 常盤平・六実・八柱など各所で 4年ぶりの桜祭り再開ですが、土・日は

雨降りで一日雨降り 風が強く 寒い日でした。  

作業： 木道の古い板を使えるようにボルトをばらす作業、 

中央階段に砂利敷き、あぜ道にも砂利敷き 

 

川沿いのサクラ   十月サクラも咲き出した 

芝生広場では コブシも咲き  ソメイヨシノも満開 

中央階段とあぜ道に砂利敷き 



根 っ 子 の 会 

日 時：2023年 3月 31日（金）9時 30～12時、天気：晴れ 

出席者：壱岐・石崎・小笠原・金子・佐藤進・須藤・田中・三嶋 

中島       9名 

  寒い冬から春になって サクラが咲いて散り始め、大分日が長くなってきました。 

年度末になって もう 4月です。朝のミーティングでは曇り空ですが寒さは感じられず

少し作業を始めると汗ばんできます。木道の更新作業が終わり う回路表示のトラロー

プが外れ 残材を使って トンボ池の所から木道に上がるステップを作りました。 

上富士川のフェンス沿いの境界石の目安に杭棒を 10本更新設置、枯れたジャヤナギを

伐採、土橋までの道沿いのロープ補修など結構細かい作業があります。 

午前中の作業ですが 手分けをしてこなしています。これで今期は終了。 

 

湿地から木道へのステップ  フェンス沿いに杭棒を 10 本 枯れジャヤナギを伐採 

木道の改修は終了 

ザリガニが出てきたよ 


