
清水東地区

木・花

の



P１ 清水東地区の木・花 審査資料 アンケートの結果（個人応募別）

目次

※ 冊子用にレイアウトなどを一部再編集しているため、広報誌に掲載されているものと一部異なります。

P２ 清水東地区の木・花 審査資料 アンケートの結果（応募数順位）

P３～４ 清水東地区の木・花 審査資料 応募された主な木の生態など

P５ 清水東地区の木・花 審査資料 一時審査の結果 ［ 木 ］

P６ 清水東地区の木・花 審査資料 一時審査の結果 ［ 花 ］

P７ 清水東地区の木・花 選考のポイント［ 木 ］ 銀杏ＭＡＰ

P８ 清水東地区の木・花 選考のポイント［ 花 ］ かたくり群生地ＭＡＰ

P９ 清水東地区の木・花 募集資料

P１０～１２ 清水東地区の木・花
2019年4月～2020年7月までの広報記事



清水東地区

清水東の木・花はこうして決まりました。
（ 2020年3月選定）

2018年春に策定した清水東の将来像「菅

えビジョン」中の４つの鍵のひとつ「里山の

風景を守る」を実現するための具体的な事業

の一つとして、地区の木・花を募集しました。

2018年10月から2019年12月末まで募

集したところ、たくさんの応募がありました。

地域支援部委員、公民館各部の正副部長

及び花木の専門家による２回の審査会を経て

地区の木には「銀杏(いちょう)」、花には

「片栗(かたくり)」がそれぞれ決まりました。

清水東地区の木・花決まりました。

花

木
銀杏

（いちょう）

片栗
（かたくり）

清水杉谷町の廣善寺境内で2019年

12月に撮影 （※同寺住職の月田様

より写真データーを頂きました。)

三留町の山間にあるカタクリの谷で2017年3月に撮影。

【銀杏（いちょう）】

樹齢１，０００年を超えることも
ある長寿の木であり、各地に天
然記念物に指定される大木が
あります。
清水東地区では、寺院や一般
家庭の庭、里山のふもとなどで
見ることができます。

【片栗（かたくり）】

平均寿命は４０～５０年ほどといわれています。
清水東地区では、近年、三留町の山間部で群生地
が発見されています。

Teamぶらひがしとは、清水東公民館の広報部を中心とした有志の集まりです。日々、地区内のおもしろい
ネタを探しつつぶらついており、今回の木・花の写真提供などにご協力頂きました。。



清水東 地区の木・花 募集結果（個人応募別） 木の応募数：２７ 花の応募数：２５

No. 木 理由 花 理由
応募者
住所

1 はなみずき
街路樹でよく見る。家庭でも育ててる方が
多い。花も紅葉も美しい。

コスモス
道端に咲いてやさしく風にゆれると美し
い。どこの家にも１、２本はある。コスモス
タウンの名の団地も近くにある。

和田町

2 銀杏（※大銀杏）
寺院専用木である。大銀杏は火事の際
は火の方に水を吹き出すといわれている。

清水杉谷

3 菩提樹
寺院専用木であり、お釈迦様が悟りをひ
らいた木である。

清水杉谷

4 なつめの木 家にあるから。 なつめの花 家にあるから。 田尻栃谷町

5 さくら トルコギキョウ 暑い季節に咲く花に引き付けられたため。 和田町

6 オリーブ
平和、長寿など、オリーブの花言葉を見
るとこれからの子ども達に知ってほしい。

ひがん花
数本で咲いているのは見たことがあるが、
群生して咲いているのを見たいから。

小羽町

7 桜 カタクリ 清水杉谷

8 桜 １年に１度。 コスモス きれい。 清水町

9 イチョウ 美しいのと紅葉のすばらしさ。 コスモス 東地区の街道をコスモス街道としたい。 上天下町

10 栗の木 コスモス 下天下町

11 キンモクセイ 香りもよく長く楽しめる。 コスモス 育てるのが簡単できれい。 田尻栃谷町

12 花水木 紅葉。 チューリップ きれい。 和田町

13 イチョウ 健康の森の銀杏。 ポピー
プラント３前の広域農道交差点に咲いて
いたポピーがとてもきれいだった。

田尻栃谷町

14 花みずき 自分が大好きな花です。 コスモス 清水町時代よりの花。 小羽町

15 ハナミズキ きれいだから。 コスモス 秋の花。 和田町

16 花みずき 花がきれいだから。 サルビア 赤い色がはえてきれい。 下天下町

17 金もくせい 香りがよい。 ベゴニア 暑さに強い。長期間花をつけて楽しめる。 下天下町

18 ナンキンカズラ 特に紅葉。 コスモス

車で走っていると（赤と白の２色）やっぱり
コスモスが一番目をひく。華麗、華やか、
清々しさ。風にゆれる様は存在感あり、
心豊かになる。

※不明

19 モミジバフウ

・育てやすい・虫が付きにくい・剪定につ
よい・成長が早い・紅葉がきれい・比較的
樹形が整っている。日本固有種ではなく
巨木になりやすいのが欠点。

カタクリ
希少種にもかかわらず、清水東地区に自
生しているため。

和田町

20 モミジ 葉の形がかわいい。 きく いろんな色と形があるから。 和田町

21 モミジバフウ
グリーンハイツの団地の坂の木の紅葉が
とてもステキだったので。

アヤメ
（カキツバタやしょうぶで
も）

清水の静かな環境に合いそうだから。 和田町

22 サクラ ひらひらしててかわいいから。 ダリア きらきらしていてきれいだから。 和田町

23 ヤマボウシ
新緑、花、実、紅葉と四季折々に楽しめ
特に白い華麗な花は緑の葉の中に何とも
愛らしい。

サルビア

赤・ブルー・（紫）・白・ピンクなどコントラス
ト良く植栽されていると町全体が美しく華
やかになり北海道の美瑛の様に町が栄
えるのでは…。

小羽町

24 モクレン 早春によい香りがする。 カーネーション
神様の花とたたえられ、母の日になくては
ならない花。

清水杉谷町

25 いちょう（銀杏）
ギンナンという実が成るし紅葉（黄色）も
すばらしい。

ミニバラ 種類が多く育てやすい。 田尻栃谷町

26 ブルーベリー
果実が食用として供されており果樹園で
特産ジャムを作る。

カタクリ
清水東地区の遊歩道の一角にカタクリの
花の群生地があり、地域のシンボルにふ
さわしい。

三留町

27 クロガネモチ

福井は落葉樹が多いため常緑樹がいい。
花は地味だが秋～冬に赤い実が印象的。
病害虫にも強い。現在、花月樹通りの街
路樹。

竹生町

28 キララ
清水地区にはきらら館やきららの森など
「きらら」というフレーズが使われている事
から。

清水町

※記載順は特に規則性はありません。
※木・花の名前の表記は、応募用紙に記載されたものに

準じています。

【１】

ー １ ー



【２】

清水東 地区の木 募集結果（応募数順位） 応募数計：２７

応募
順位

名前 ※１ よみかな
応募
数

理由 ※２

1 花水木 はなみずき 5
■1: 街路樹でよく見る。家庭でも育ててる方が多い。花も紅葉も美しい。■12: 紅葉。■14: 自
分が大好きな花です。■15: きれいだから。■16: 花がきれいだから。

2
銀杏 いちょう 4

■2: 寺院専用木である。大銀杏は火事の際は火の方に水を吹き出すといわれている。■9: 

美しいのと紅葉のすばらしさ。■13: 健康の森の銀杏。■25: ギンナンという実が成るし紅葉
（黄色）もすばらしい。

桜 さくら 4 ■8: １年に１度。■22: ひらひらしててかわいいから。

4

金木犀 きんもくせい 2 ■11: 香りもよく長く楽しめる。■17: 香りがよい。

モミジバフウ もみじばふう 2
■19: ・育てやすい・虫が付きにくい・剪定につよい・成長が早い・紅葉がきれい・比較的樹形が
整っている。日本固有種ではなく巨木になりやすいのが欠点。■21: グリーンハイツの団地の
坂の木の紅葉がとてもステキだったので。

6

オリーブ おりーぶ 1 ■6: 平和、長寿など、オリーブの花言葉を見るとこれからの子ども達に知ってほしい。

栗 くり 1

黒鉄黐 くろがねもち 1
■27: 福井は落葉樹が多いため常緑樹がいい。花は地味だが秋～冬に赤い実が印象的。病
害虫にも強い。現在、花月樹通りの街路樹。

棗 なつめ 1 ■4: 家にあるから。

南京かずら なんきんかずら 1 ■18: 特に紅葉。

ブルーベリー ぶるーべりー 1 ■26: 果実が食用として供されており果樹園で特産ジャムを作る。

菩提樹 ぼだいじゅ 1 ■3: 寺院専用木であり、お釈迦様が悟りをひらいた木である。

木蓮 もくれん 1 ■24: 早春によい香りがする。

紅葉 もみじ 1 ■20: 葉の形がかわいい。

山法師 やまぼうし 1
■23: 新緑、花、実、紅葉と四季折々に楽しめ特に白い華麗な花は緑の葉の中に何とも愛らし
い。

清水東 地区の花 募集結果（応募数順位） 応募数計：２５

応募
順位

名前 ※１ よみかな
応募
数

理由 ※２

1 コスモス こすもす 8

■1: 道端に咲いてやさしく風にゆれると美しい。どこの家にも１、２本はある。コスモスタウンの
名の団地も近くにある。■8: きれい。■9: 東地区の街道をコスモス街道としたい。■11: 育て
るのが簡単できれい。■14: 清水町時代よりの花。■15: 秋の花。■18: 車で走っていると（赤
と白の２色）やっぱりコスモスが一番目をひく。華麗、華やか、清々しさ。風にゆれる様は存在
感あり、心豊かになる。

2 片栗 かたくり 3
■19: 希少種にもかかわらず、清水東地区に自生しているため。■26: 清水東地区の遊歩道
の一角にカタクリの花の群生地があり、地域のシンボルにふさわしい。

3 サルビア さるびあ 2
■16: 赤い色がはえてきれい。■23: 赤・ブルー・（紫）・白・ピンクなどコントラスト良く植栽され
ていると町全体が美しく華やかになり北海道の美瑛の様に町が栄えるのでは…。

4

アヤメ あやめ 1 ■21: 清水の静かな環境に合いそうだから。

カーネーション かーねーしょん 1 ■24: 神様の花とたたえられ、母の日になくてはならない花。

菊 きく 1 ■20: いろんな色と形があるから。

キララ きらら 1 ■28: 清水地区にはきらら館やきららの森など「きらら」というフレーズが使われている事から。

ダリア だりあ 1 ■22: きらきらしていてきれいだから。

チューリップ ちゅーりっぷ 1 ■12: きれい。

トルコギキョウ とるこききょう 1 ■5: 暑い季節に咲く花に引き付けられたため。

棗 なつめ 1 ■4: 家にあるから。

彼岸花 ひがんばな 1 ■6: 数本で咲いているのは見たことがあるが、群生して咲いているのを見たいから。

ベゴニア べごにあ 1 ■17: 暑さに強い。長期間花をつけて楽しめる。

ポピー ぽぴー 1 ■13: プラント３前の広域農道交差点に咲いていたポピーがとてもきれいだった。

ミニ薔薇 みにばら 1 ■25: 種類が多く育てやすい。

※１ ： webなどの検索、ウイキペディアなどで掲載されている一般的な表記で記載しています。
※２ ： 「■1： ……」の区切りが一人毎のコメントで、数字は個人応募別のNo.にリンクしています。
※得票順位 ： 得票が同数の場合は、ひらがな読みの五十音順で記載しています。

ー ２ ー



【３】応募された主な木の生態や人との関わりなど

・落葉広葉樹
・アメリカ東部やメキシコ北東部原産で日本の野山には自生しない。
・ワシントンへサクラを贈呈し、その返礼として１９１５年にアメリカから日本にやってきた木として有名。
・管理にそれほど手間がかからず花や実がかわいらしいことなどもあり、庭木や街路樹としてさかんに使われる。
・白花が基本だが、近年はピンク花が主流。
・花や葉がヤマボウシに似ているため、別名はアメリカヤマボウシ。
・樹高は５～１０ｍ

・落葉広葉樹
・北アメリカ中南部など減産。日本へは大正時代に渡来。別名アメリカフウ。
・背が高く派手に紅葉するため、遠くからよく目立つ。
・公園や街路に使われることが多い。
・丸い棘がある実をつけ、クリスマスリースなどに利用される。
・モミジの仲間に見えるが葉がモミジに似ているだけ。
・丈夫で病害虫や剪定にも強く大木になる。
・樹高は２０～４０ｍ

・常緑広葉樹
・本州から沖縄まで幅広く分布している。
・「苦労がなく金持ち」に通じるネーミングから縁起木として知られる。
・冬季に赤い実をつける庭木としては最大級。
・街路樹によく使われる。
・丈夫で病害虫にも強く、対煙性、防火性に優れる。
・樹高は１０～２０ｍ

※審査会ではＡ３横レイアウトの資料を用いました。今回の冊子ではＡ４縦レイアウトに改めました。内容は同じです。

ー ３ ー



・落葉広葉樹
・南ヨーロッパ及び西アジア原産。かなり古くに中国を経て日本へ渡来した。
・かつては農家の庭先に植えられることも多かった。
・９～１１月ごろに実が熟す。種が多く食べる部分は少ないものの生食できる。
・するどい刺がある。樹形が整わず扱いにくい。
・土質を選ばず丈夫に育つが、日向を好み日陰では実が少ない。
・樹高は３～１０ｍ

【カツラ】
・落葉広葉樹
・北海道から九州まで日本全国の山地に見られる。
・樹形がよく新緑や黄葉が美しい。
・葉は直径３～８センチのハート型でしおれるとキャラメルや綿あめのような匂いがする。
・街路樹として使われるが、夏の暑さや乾燥が激しいと早期に落葉する場合がある。又、巨木になるため、植栽には

相応のスペースが必要である。 ・樹高は１０～３０ｍ

【３】応募された主な木の生態や人との関わりなど

ー ４ ー

※審査会ではＡ３横レイアウトの資料を用いました。今回の冊子ではＡ４縦レイアウトに改めました。内容は同じです。

【ナンキンハゼ】
・落葉広葉樹
・名前のとおり中国の中南部が原産。江戸時代に日本に渡来。
・新緑、紅葉ともに美しく、寒暖の差が無くても美しく紅葉する。
・どんな土壌でも育ち、剪定にも強いため、街路樹によく使用されるが繁殖力の強さから迷惑視されることもある。
・成長が早く横へ広がりやすいため、スペースに余裕をもって植える必要があるため、一般家庭では鉢植えが無難。
・樹高は７～１５ｍ

※ 募集された木の中で、「ナンキンカズラ」が特定出来なかったため
「カツラ」と「ナンキンハゼ」の２種類の木の補足資料を用意しました。



【３】一次審査の結果

木 ４点を選定

名前 ※１ よみかな 応募数 理由 ※２

花水木 はなみずき 5
■1: 街路樹でよく見る。家庭でも育ててる方が多い。花も紅葉も美しい。■12: 紅葉。
■14: 自分が大好きな花です。■15: きれいだから。■16: 花がきれいだから。

銀杏 いちょう 4
■2: 寺院専用木である。大銀杏は火事の際は火の方に水を吹き出すといわれている。
■9: 美しいのと紅葉のすばらしさ。■13: 健康の森の銀杏。■25: ギンナンという実が成
るし紅葉（黄色）もすばらしい。

桜 さくら 4 ■8: １年に１度。■22: ひらひらしててかわいいから。

金木犀 きんもくせい 2 ■11: 香りもよく長く楽しめる。■17: 香りがよい。

◆ 応募品目数計１５点中、４点を選定しました。
◆ 上位３点は、アンケートの票数を尊重しました。
◆ ４位の金木犀については、「木犀（もくせい）」が旧清水町の花木であったため、一次審査選定の中に加えました。

※１ ： webなどの検索、ウイキペディアなどで掲載されている一般的な表記で記載しています。
※２ ： 「■1： ……」の区切りが一人毎のコメントで、数字は個人応募別のNo.にリンクしています。
※ 得票が同数の場合は、ひらがな読みの五十音順で記載しています。

写真出展：webより

◆落葉広葉樹
◆・アメリカ東部やメキシコ北東部原産で日本の野山には自生しない。 ・ワシントンへ桜を
贈呈し、その返礼として１９１５年にアメリカから日本にやってきた木として有名。 ・管理に
それほど手間がかからず花や実がかわいらしいことなどもあり、庭木や街路樹としてさかん
に使われる。 ・白花が基本だが、近年はピンク花が主流。 ・花や葉がヤマボウシに似てい
るため、別名はアメリカヤマボウシ。
◆樹高は５～１０ｍ
◆清水東地区では、一般家庭の庭などで見ることができる。県道などの街路樹にもよく使わ
れる。

◆落葉針葉樹（※広葉樹に該当しそうだが本種は特殊な針葉樹に当たる。 ）
◆・原産地や自生地は確認されていないが、日本の銀杏は中国南東部から伝播したといわ
れている。 ・樹齢１，０００年を超えることもある長寿の木であり、各地に天然記念物に指定
される大木が残る。 ・神社や寺院の御神木とされる例も多い。 ・病害虫がほとんどつかず
乾燥や強風にも強く痩せ地にも植栽できるが日照を好む。 ・火に強いため、防災を兼ねて
街路樹に多く植えられている。
◆樹高は２０～４５ｍ
◆清水東地区では、寺院や一般家庭の庭、里山のふもとなどで見ることができる。 ・近隣
では、ふくい健康の森の街路樹が有名。撮影場所：清水町

◆落葉広葉樹
◆・バラ科に分類され、主に北半球の温帯に広範囲に分布。 ・ 花は日本では鑑賞用途とし
ては他の植物に比べて特別な地位にある。 ・一般的に「桜」といえば、ソメイヨシノを指す。
・日本に自生するものとしては５～７種類ほどあり、これらの変性や交雑などから数十種類の
自生種が存在する。 ・日当たりが良く肥沃な土地を好む。 ・ソメイヨシノなど人工的な種は
病気や害虫が多く一般家庭では敬遠されやすいが、本来の自生種はそれほどでもない。
◆樹高は１０～１５ｍ
◆清水東地区では、ソメイヨシノが公園などで多く植えられている。

撮影場所：和田町

◆常緑広葉樹
◆・ギンモクセイ（銀木犀）の変種であり中国から渡来した。日本の自然界には自生しない。
・開花は９～１０月でオレンジ色の小花が集まる。ギンモクセイより香りは強い。 ・土地を選
ばず育ち病害虫や大気汚染にも強いが、花を多く咲かせるには日向に植える必要がある。
・刈り込みに強く、垣根に多用される。
◆樹高は３～１０ｍ
◆昭和５１年８月、旧清水町において町政施行２０周年を記念し「木犀（もくせい）」が町の
花木に選定された。又、同年、各戸に一株づつ分配していることから、清水東地区でも各家
庭の庭などで普通に見られる。写真出展：webより

残念ながら選ばれなかった木

モミジバフウ （もみじばふう）

オリーブ （おりーぶ）

栗 （くり）

黒鉄黐 （くろがねもち）

棗 （なつめ）

南京かずら （なんきんかずら）

ブルーベリー （ぶるーべりー）

菩提樹 （ぼだいじゅ）

木蓮 （もくれん）

紅葉 （もみじ）

山法師 （やまぼうし）
ー ５ ー



名前 ※１ よみかな 応募数 理由 ※２

コスモス こすもす 8

■1: 道端に咲いてやさしく風にゆれると美しい。どこの家にも１、２本はある。コスモスタ
ウンの名の団地も近くにある。■8: きれい。■9: 東地区の街道をコスモス街道としたい。
■11: 育てるのが簡単できれい。■14: 清水町時代よりの花。■15: 秋の花。■18: 車で
走っていると（赤と白の２色）やっぱりコスモスが一番目をひく。華麗、華やか、清々しさ。
風にゆれる様は存在感あり、心豊かになる。

片栗 かたくり 3
■19: 希少種にもかかわらず、清水東地区に自生しているため。■26: 清水東地区の遊
歩道の一角にカタクリの花の群生地があり、地域のシンボルにふさわしい。

彼岸花 ひがんばな 1 ■6: 数本で咲いているのは見たことがあるが、群生して咲いているのを見たいから。

【３】一次審査の結果

花 ３点を選定

◆ 応募品目数計１５点中、３点を選定しました。
◆ 上位２点は、アンケートの票数を尊重しました。
◆ ３位の彼岸花については、清水東地区の里山の風景によくマッチしているとの意見があり、一次審査選定の中に加えました。

※１ ： webなどの検索、ウイキペディアなどで掲載されている一般的な表記で記載しています。
※２ ： 「■1： ……」の区切りが一人毎のコメントで、数字は個人応募別のNo.にリンクしています。

◆一年生の草
◆・熱帯アメリカ原産。日本には明治１２年に渡来した。 ・キク科コスモス属の総称であり
アキザクラ（秋桜）とも言う。 ・観賞用に栽培され、日当たりと水はけが良ければやせた土
地でもよく生育する。 ・景観植物としての利用例が多く、河原や休耕田などに植えられた
コスモスの花畑が観光資源として活用されている。 ・河川敷などの野外へ外来種を植栽
するのは在来の自然植生を脅かしているとの批判があるが、特定外来生物には指定され
ていない。 ・高さは２～３ｍに達する。
◆・平成１１年１１月、旧清水町において「コスモス」が町花に選定された。 ・翌年以降
各地区や団体などにコスモスの種を分配し、町を挙げて積極的に景観形成などを行ってい
たことから、清水東地区でも道路脇や花壇などで普通に見られる。 ・近隣では、大安寺地
区のコスモス祭りが有名。

撮影場所：本折町

◆多年生の草。
◆・北東アジア（朝鮮半島、千島列島、サハリン、ロシア沿海州）と日本に分布。 ・ユリ科に
分類され、ユリ同様に地下茎は意外と深い。 ・鱗茎（球根のような地下茎の塊）の姿がクリ
の片割れに似ることから「片栗」と名づけられたといわれている。 ・調理に用いられる片栗
粉は、本来片栗の鱗茎から抽出したデンプンのことであるが、精製量がごくわずかであるた
め、近年はジャガイモやサツマイモから抽出したデンプン粉が用いられる。 ・早春に地上に
姿を現し、その期間は４～５週間程度で、群落での開花期間は２週間程と短い。 ・花は
８～９年をかけて貯めた栄養分でようやく咲かすことができる。 ・平均寿命は４０～５０年ほ
どと推定されている。 ・日本の多くの都道府県でレッドリストの指定を受けている。
◆・近隣の群生地としては、東安居地区の下市町が有名。 ・清水東地区では、近年、三留
町の山間部で群生地が発見された。

撮影場所：三留町

◆多年生の草。
◆・中国が原産地で稲作伝播とともに持ち込まれたといわれている。 ・日本の彼岸花は種
子を作らないため、自ら生育地を広げる術を持たないことから、人の手が入らないような場
所に突然発生することはない。 ・花は秋の彼岸のころ（９月中旬）、土中の花芽は温度の
変化だけを感じて季節を知り、真っ赤な６弁の花を放射状に数個つけて咲く。 ・有毒植物
として知られており、鱗茎を摂取すると吐き気や腹痛を伴う下痢を起こし、最悪の場合は
死に至る。 ・日本では、ネズミ、モグラ、虫などの生物が鱗茎の毒を嫌って避けるといわれ
ているため、荒らされるのを防ぐ目的で水田の畔や墓地などに多く植えられている。
◆清水東地区では、近年、水田の土地改良が進んだことにより畦畔などではほぼ見ること
ができず、里山に近い田の畔、墓地などで散発的に見られる程度。

残念ながら選ばれなかった花

サルビア （さるびあ）

アヤメ （あやめ）

カーネーション （かーねーしょん）

菊 （きく）

キララ （きらら）

ダリア （だりあ）

チューリップ （ちゅーりっぷ）

トルコギキョウ （とるこききょう）

棗 （なつめ）

ベゴニア （べごにあ）

ポピー （ぽぴー）

ミニ薔薇 （みにばら）

山法師 （やまぼうし）

ー ６ ー

撮影場所：下天下町



【３】一次審査の結果

木 銀杏
（いちょう）

【花水木（はなみずき）】
・花は上に向かって咲くため、上から眺めると映える。
・花は２～３週間楽しめる。

【桜（さくら）】
・日本人の心の中にもう埋め込まれている。

【金木犀（きんもくせい）】
・旧清水町の花木なので既になじみの木。

N

地形図の出展：国土地理院ウェブサイト

清水東の銀杏（いちょう）はここだよＭＡＰ

ー ７ ー



【３】一次審査の結果

花

【コスモス（こすもす）】
・草取りなど手入れが大変でどちらかというと育てにくい。
・広範囲に咲くと話題性はある。

【彼岸花（ひがんばな）】
・葉や花は草刈時期を外して育つため育てやすい。
・山からの動物除け効果は疑問。
・里山を守るという観点にはマッチしている。

片栗
（かたくり）

三留町の片栗（かたくり）群生地はここだよＭＡＰ

N

地形図の出展：国土地理院ウェブサイト

案内看板あります

片栗（かたくり）群生地

ー ８ ー

案内看板あります



自然豊かな清水東の
里山には数多くの種類
の木・花が存在し、１年
を通して様々な表情を見
せてくれるため、じっくり
時間をかけて考えたいと
の声が多く寄せられたこと
から、募集期間を2019年
12月末まで延長しました。

ー ９ ー



清水東の
主な桜の名所

田尻栃谷町

ホープタウン
田 尻清水杉谷町三留町

小羽町

上天下町

下天下町

和田町

清水町

竹生町

※ このマップに掲載した桜の名所は、Teamぶらひがし
独自の主観に基づき主なものを取り上げていることを
ご承知ください。

※ 他にも見ごたえのある桜の名所はたくさんあります。
※ 個人宅の桜と思われるものは除いています。

A SPECIAL EDITION
by Teamぶらひがし

ＭＡＰ

清水東公民館

清水東小学校

清水橋

志津川橋

六才橋

小羽橋

ご紹介します。清水東地区内で
見られる 黄色の花ばかり

なのは偶然ですｗ。
【オオキンゲイギク】（特定外来生物）

北アメリカ原産。他のキク科植物と同じように、直径５～７cmの
幾つもの花が多数集まって束状
に生えてきます。清水東地区内
では、道路肩の法面や河川敷、
植栽枡の中などで普通に見られ、
新緑の中で黄色に群生しつつ咲
くこの花はよく目立ちます。
繁殖力が強く、あっという間広
がってしまいます。決して「綺
麗♪」と思ってはいけません！

【キショウブ】
（生態系被害防止外来種）
西アジアからヨーロッパ原産。黄色のアヤメのような大きな花を咲
かせます。観賞用として栽培されるハナショウブには黄色系の花が
ないため、珍しさから重宝されましたが、海外では侵略的な外来種
とされており、日本でも河川や休耕田などで分布を拡大しています。

【セイタカアワダチソウ】（特定外来生物）
北アメリカ原産。黄色の小さな花が円錐状に集まります。荒地などに
大群落を形成し、遠くから眺めると黄色く泡だっているように見える
ためこの名がつきました。茎は直立し高さは２ｍを超えます。清水東
地区内では、休耕田や河川敷などで普通に見られ、大群落の黄色のこ
の花はよく目立ちます。繁殖力が強く、在来植物の生息域を侵略し、
絶滅へ追い込むなど生態系に悪影響を及ぼしています！

A SPECIAL EDITION
by Teamぶらひがし

ー １０ ー

2019年4月～2020年7月までの広報記事



清水東地区内で見られる春の主な花

【フジ】（自生）
古来より日本に自生しています。薄い紫色の花を咲かせ、藤色の色名はこれに由来します。
里山などでは普通に見られ、新緑の木々の中に藤色の花が目立ちます。強い日光を好むた
め木陰を作るためによく藤棚が設置されます。

【たにうつき】（自生）
古来より日本に自生しています。ピンク色
の花を咲かせます。里山や山地の谷沿い
や斜面に多く見られ、新緑の中で咲くピン
クの花はひときわ映えて見えます。幹の中
が空なので空木と書いてうつきと読みます。

【しゃが】（帰化）
中国原産。白っぽい紫の花を咲か
せます。里山などのやや湿った場
所に群生します。かなり古くに日本
に入ってきた植物です。

【イモカタバミ】（帰化）
南アメリカ原産。紫桃色の
花を咲かせます。びっしり
と集まった状態で庭の花
壇などでよく見られます。
近縁種としてムラサキカタ
バミがあります。

【うまのあしがた】
（帰化）
帰化植物に分類している
資料が多いですが原産地
は不詳。キラキラ光る黄色
の花を咲かせます。毒が
あります。

里山

里地

【にがな】（自生）
古来より日本に自生しています。
菊に似た黄色の花を咲かせます。
道端や田畑に普通に見られます。

【コメツブツメグサ】（帰化）
ヨーロッパから西アジア原産。非常に
小さい黄色い花を咲かせます。大き
な雑草が生えていない道端や河原
などに群生します。

※ 記事に掲載した花は、Teamぶらひがし 独自の主観に
基づき主なものを取り上げていることをご承知ください。

※ 他にも身近な花はたくさんあります。

A SPECIAL EDITION
by Teamぶらひがし

ご紹介します。

【片栗（かたくり）】（自生）

古来より日本に自生しています。春先にひとつの薄紫色の花を下向きに咲かせます。
里山などでは普通に自生していると思われますが、地上に姿を現す期間が春先の
４～５週間程度と短いことから、人目につきにくいかもしれません。清水東地区では
三留町の山あいで群生しているのが確認されており、例年、その群生地などを訪れ
ふるさとの魅力を楽しんでもらおうと、４月初旬、「林道ウォーク」が開催されています。
片栗は、春先のわずかな期間しか地上に出ていないため、光合成による栄養分の蓄

えに長い時間がか
かることから、種か
ら花をさかせるまで
に、８、９年ほどか
かります。平均寿命
は４０～５０年ほどと
いわれています。

※ 三留町にある片栗の群生地「カタクリの谷」です。

※ 片栗の特徴を紹介する案内板が設置されています。

清水東のシンボルとなる木・花 決まりました！
今回は花の紹介です。

ー １１ ー

2019年4月～2020年7月までの広報記事



【ガマ】
北半球の温暖な地域に広く分布。池

や沼などの水辺に生え、円柱形の赤褐色の穂をつけます。この穂の下部は雌花、上半分は雄花の集まりで、開花時には黄色い粉の
ような葯（やく）が一面に出ますが、花びらなどはありません（これ、花と言えるのでしょうかW）。 出雲神話の因幡の白兎でも登場し
また、「蒲団」の「蒲（ガマ）」の字は、昔、ガマの綿毛を寝具に入れたこと、「蒲鉾（かまぼこ）」は最初はちくわのような形をしておりガマ
に似ていた、「ウナギの蒲焼」など、ガマに由来する名称が多くあるなど、古来より大変親しまれている植物です。

※ 記事に掲載した花は、Teamぶらひがし 独自の主観に基づき主なものを取り
上げていることをご承知ください。※ 他にも身近な花はたくさんあります。

A SPECIAL EDITION
by Teamぶらひがし

清水東地区内で見られる夏の主な花

【サルスベリ】
中国南部原産。紅の濃淡色又は白色の綺麗な花を咲かせます。あまり巨木にならない
ため、一般家庭の庭や公園などによく植えられています。長い期間花を楽しめるため
別名「百日紅（ひゃくじっこう）」とも言い
ます。つるりとした樹皮のため、猿が滑
って登れないということから「サルスベリ」
と呼ばれるのが一般的ですが、実際
猿は登れます。江戸時代以前に日本に
入ってきた植物です。

【シロガネヨシ】
南米大陸原産。垂直に立った茎に50cm以上の羽毛のような主に白銀色の花穂をつ
けます。大変見栄えよく大きく成長するため、公園・花壇などによく植えられます。
ススキに似た外見のため「お化けススキ」とも呼ばれます。観賞用に明治時代に
日本に入ってきた植物です。

【タカサゴユリ】
台湾固有種。白を基調とした長さ20cm
前後の花を少し下向きに咲かせます。
水はけがよく明るい荒地などに、ときに
群生しています。連作障害が出やすく
数年すると姿を消す場合が多いと言わ
れています。1924年、園芸用に移入され
帰化植物として各地に分布しています。

【銀杏（いちょう）】

中国が原産とされていますが、いまだに原産地や自生地が確認されていませ
ん。日本の銀杏は中国南部から伝わったとされていますが、室町時代に伝来
したのだろうとしかわかっていません。樹齢が１，０００年を超えることもある長
寿の木で、神社や寺院の御神木となっている場合も多く、また、火に強いため
防災を兼ねて街路樹に多く植えられています。
落葉前の葉は、鮮やかな黄色に紅葉（黄葉？）しその姿は秋の風物詩にもな
ります。つまり、銀杏は落葉するため「広葉樹」に該当しそうですが、「裸子植
物」か「被子植物」という正式な分類で分けると杉や松などと同じ「針葉樹」と
なるそうです。意外ですねえ…。
清水東地区では、寺院や一般家庭の庭、里山のふもとなどで見ることができ
ます。近隣では、ふくい健康の森の中の街路樹が有名です。

今回は木の紹介です。

清水杉谷町の廣善寺境内で2019年12月に撮影
※同寺住職の月田様より写真データを頂きました。

清水町の山あいで2018年11月に撮影
※史跡：「鼓岩」の近くにあります。

2009年11月に撮影
※健康の森は清水南地区です。

ご紹介します。

清水東のシンボルとなる木・花 決まりました！

ー １２ ー

2019年4月～2020年7月までの広報記事



A SPECIAL EDITION
by Teamぶらひがし

清水東公民館

YouTube ホームページは
こちらから

youtube 清水東公民館 検 索

ホームページは 清水東公民館 検 索

清水東公民館 TEL：0776-98-4510

https://teamt.jp/shk/


