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「里山の維持再生ゾーン」の実現に向けて
　～市民協働による持続可能なまちづくりのモデルケースとして～
生物多様性木津川市地域連携保全活動計画～みもろつく鹿背山再生プラン～を策定しました

マンスＬＥＥ・ＢＲＩＡＮ
リ ー ・ ブ ラ イ ア ン

　四月了！四月是我最喜欢的月份。因为我的生日在四月，而且樱花也是在四月盛开。樱花是日本的代表物，并在拥有许多在世界各地
的爱好者。
　在美国有不少种植樱花树的城市。其中有许多樱花树是来自日本的礼物。例如美国最有名的华盛顿特区的樱花就是一九一二年来自东

京都知事的礼物。每年华盛顿特区在樱花盛开时举行全美樱花祭(National Cherry Blossom Festival)。日本中学的英文课本中也有提
到华盛顿特区的樱花。这些樱花是美国与日本的友好关系的象徵。
　在台湾，樱花也是人人喜爱。台湾的樱花有台湾原生种和日本人引进的樱花。近年台湾的赏樱地点增加，赏樱的人数也逐年上升。每
到赏花的季节，高速公路就会挤满了前往景点车潮。
　我也十分喜欢樱花。来到日本，我第一次亲眼看到樱花的美非常兴奋，但又知道樱花凋零的快，所以有种既欢喜又哀愁的奇妙感受。
我以前以为樱花只是观赏用，所以当我知道有腌渍的樱花(さくらのしおづけ)和樱饼(さくらもち)等食物时，我十分惊讶。而最近樱饼

口味的豆浆和咖啡等商品的推出都让我觉得十分有趣。
　我在这个时期喜欢在市役所旁的市役所南公园赏花。那里有一棵大樱花树。我喜歡带我的午餐到那儿，晒着阳光，欣赏随风摇曳的樱

桃树。若您在四月初来到市役所，不妨漫步到市役所南公园一趟。

　四月になりました！四月は私の一番好きな月です。なぜかというと、私の誕生日は四月にあり、桜もこの時期に満開となるから
です。桜は、外国では日本と言えば桜が思い浮かばれるぐらい有名で、多くの人に愛されています。
　アメリカでも、桜の木を植えているまちは少なくありません。その中の大半は、贈り物として日本からもらった桜です。アメリ
カの一番有名な桜はワシントンの桜で、その桜も1912年に当時の東京都知事から贈られたものでした。毎年桜が咲く頃には、ワ
シントンで「全米桜祭り」がおこなわれます。このワシントンの桜は、日本の中学校の英語の教科書にも載っており、アメリカと
日本との友好の象徴として見られています。
　日本人と同じく、台湾の人も桜が大好きです。台湾にある桜の中には、台湾原産のものや、また日本人が植えた桜もあります。
台湾では、近年お花見のスポットが増えており、お花見をする人も増えてきました。お花見の季節になると、高速道路は渋滞にな
ります。
　私も桜が好きです。日本に来てから、初めて桜を見ましたが、美しいものを見られて嬉しいのと同時に、散るのが早いのを知っ
ているから悲しいという不思議な気分になりました。また、桜は観賞用という印象を持っていましたので、桜の塩漬けや桜餅など
の桜を使った食べ物が存在するのにビックリしました。最近、桜餅味の豆乳やコーヒーまで販売されていることにも驚きました。
　私はいつも、市役所のとなりの市役所南公園でプチ花見をします。そこに大きな桜の木が一本あるため、お弁当を持って行き、
日差しを浴びながら、風の中に揺れる桜を楽しみます。皆さんも市役所にお越しになりましたら、ぜひ行ってみてください。

　この計画は、生物多様性地域連携促進法に定める計画で、今後は、この計画に基づき、学研木津北地区「里
山の維持再生ゾーン」を計画区域において、オオタカやカスミサンショウウオをはじめとする希少生物の
生態系の保護や里地里山景観の再生に取り組みます。

■木津川市地域連携保全活動協議会
　計画の策定にあたり、平成24年2月に木津川市地域連携保全活動協議会（森本幸裕会長・京都学園大学バ
イオ環境学部教授（京都大学名誉教授））を設置し、これまで７回の協議会で、活発な協議をいただきました。
■みもろつく鹿背山再生プランとは
　「みもろつく」は、「鹿背山」にかかる枕詞として用いられていて、地域住民は「鹿背山」に特別な思い（神宿
る場所）を持っていることから、このサブタイトルとしました。
　『みもろつく　鹿背山のまに　咲く花の　色めずらしき』　田辺福麻呂　万葉集　巻6-1059

◆生物に配慮した里地里山保全活動
　里地里山保全活動は、生物に対して配慮しながら進める必要があることから、そ
の配慮事項などを示しています。
　例：猛禽類の飛翔ルートの確保
　通路の整備に際し、一定の幅を確保することで、猛禽類の飛翔ルートを確保します。

◆計画の推進のため
　「木津川市地域連携保全活動応援団」を組織し、多様な主体との連絡・調整や、里地里山保全活動の進行管
理をおこなうこととしています。
※この計画は、市ホームページでもご覧いただくことができます。
　http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/10,11003,47,html

　森コンは、森の中で癒され、一緒に里山作業をし
ながら、将来をともに歩んでいける人に出会う婚活
プロジェクトです。今回は、たけのこ堀りを体験し、
調理から食事までの楽しい時間を過ごしていただ
きます。豊かな自然にかこまれて婚活しませんか。

■計画の詳細
◆計画の将来像
　目標の設定については、地域住民や活動団体等によるワーク
ショップからキーワードを抽出し、イメージ図を作成しました。
◆活動の内容
　計画では、里地里山の保全に向け、次の4つの活動を継続しておこ
ないます。
　①共同活動：通路や水路などの基盤整備
　②日常活動：主・間伐などによる里地里山の景観再生
　③協力を求める活動：SATOYAMAフォーラムや広報活動など
　④恵みを得る活動：里山の恵みのPRなど

イベント情報 きづがわ婚活プロジェクト 第2回『森コン』 ～里山とまちをつなぎ未来へつなげる～

と き
ところ
対　象
定　員
参加費

４月20日（日）午前10時～午後４時
鹿背山ベースキャンプ
30～45歳の男女
各15人（先着順）
男女とも一人3,500円

申 込

問合せ

その他
協　力

タイトルを「森コンの
問い合わせ」とし、
E-mailで次へ。
NPOきづがわネット婚
活実行委員会
（担当：久保田）☎090-8467-1492
Ｅ-mail：info@kizugawa.org
参加者に、集合場所などの詳細を送付します。
鹿背山元気プロジェクト

プロフィール　BRIAN LEE（リー・ブライアン）
23歳　アメリカ（ロサンゼルス）出身
言語：英語、中国語、日本語、台湾（福建）語
趣味：音楽、ホラーゲーム、バレーボール
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「計画の将来像（イメージ図）」

「旧歩道の飛翔ルート」

　It’s April, my favorite month of the year! Not only my birthday is in April, it is also when cherry blossoms are in full 
bloom. The cherry blossom, or sakura, is a symbol of Japan and its beauty is loved by many around the world. 
　In the US, cherry blossom trees are planted in several cities. Among them, many were gifts from Japan. The famous 
cherry blossom trees in Washington D.C. were a gift from the Mayor of Tokyo in 1912. The National Cherry Blossom 
Festival is held every year to celebrate their blooming. They are also mentioned in the English textbook for junior high 
schools here in Japan. They are a symbol of the friendship between Japan and the US. 
　Cherry blossoms are also much loved in Taiwan. Among the cherry blossoms in Taiwan, there are native Taiwanese 
varieties and Japanese ones planted by the Japanese. Flower viewing, or 　　　  in Japanese, is growingly popular in 
Taiwan, and many travel to tourist spots for 　　　  . When spring comes, the highways are flooded with cars bound for  
　　　   spots.
　I saw cherry blossoms for the first time after I came to Japan. I was excited to see them in full bloom. At the same time, 
I was sad because I knew they would soon fade. It was an unexplainable emotion. Thinking that cherry blossoms were 
only for viewing, I was surprised to hear that cherry blossoms were also used in food such as pickled cherry blossom, 
and the leaves for　　　　　　　. Recently, I found out there are even cherry blossom-flavored (more accurately, 　　　
　　　-flavored) soymilk and coffee.
　In Kizugawa City, my personal favorite hanami spot is Shiyakusho-Minami Park right next to the City Hall. It has a big 
cherry blossom tree. I take my lunch there, bathe in the sun, and watch the cherry blossoms wavering in the wind. If you 
are making a trip to the city hall in early April, head over and check it out!
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