
（１）　趣旨

　奈良市では、奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第１２条に基づき子どもが意見表明をし、

参加する場として奈良市子ども会議を開催する。

　奈良市が「どうすれば子どもにやさしいまちになっていくのか」について子どもたち自身が話し

合い、出された意見をまとめ、市長に提出することを目的とする。

（２）　開催日時及び場所

 回  開催日  開催時間  場所

 第１回  ７月２３日（火）

 第２回  ７月２５日（木）  奈良市役所

 第３回  ７月３０日（火） 　午前１０時から正午まで  北棟６階  第２１会議室

 第４回  ８月　１日（木）

 第５回  ８月　６日（火）

　　 ※ 子どもたちが参加しやすい夏休み期間を中心に開催します。

※ ５回目のあと、提案のプレゼンテーションを行う。

※ 2020年1～3月ごろに翌年度の準備として、参加者が集まる場を設ける。

（３）　参加者

　１０歳から１７歳まで（平成３１年４月１日現在）の子ども３０名程度を募集する。

　なお、応募者多数の場合は抽選とする。

 【 募集方法 】

 ① 奈良市内の各学校（小・中・高等学校等）に参加者募集の案内チラシ・ポスターを配布。

 ② 奈良市しみんだより、奈良市公式ホームページに募集記事掲載。 

 ③ 平成30年度奈良市子ども会議参加者への案内。

 ④ 奈良市の子育ておうえんサイト「子育て＠なら」への募集記事掲載。　　等 

 【 応募方法 】

　 次の必要事項を記入し、平成３１年７月１２日（金）までにメール、郵送、FAX等で奈良市子ども

 未来部子ども政策課まで提出。

 （必要事項）

　・住所 　・電話番号

　・氏名（ふりがな） 　・Eメールアドレス

　・年齢 　・学校名/学年

　（参考）

　平成３０年度奈良市子ども会議参加者数　　２０名

　平成２９年度奈良市子ども会議参加者数　　２８名

　平成２８年度奈良市子ども会議参加者数　　３７名

  平成２７年度奈良市子ども会議参加者数　　４２名
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（４）　進行及びサポート

　子どもたちの意見を引き出し、話し合いが円滑に進むように、専門のファシリテーターを配置する。

　平成３１年度奈良市子ども会議ファシリテーター

　特定非営利活動法人　子どもの権利条約総合研究所

　関西事務所長　　浜田　進士　氏

（５）　サポーター

　子どもたちの補助等を行うサポーターとして、奈良市内に在住又は在学している大学生等を５名

程度募集する。

 【 募集方法 】

 ① 平成３０年度奈良市子ども会議に参加したサポーターへの案内。

 ② 市内の大学等を通じて周知。  等

 

 【 応募方法 】

　 次の必要事項を記入し、平成３１年７月１２日（金）までにメール、郵送、FAX等で奈良市子ども

 未来部子ども政策課まで提出。

 （必要事項）

　・住所 ・電話番号

　・氏名（ふりがな） 　・Eメールアドレス

　・年齢 　・学校名/学年

（参考）

　平成３０年度奈良市子ども会議サポーター参加者数　６名
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（６）　話し合うテーマ・内容

「２０２０年オリンピックに向けて奈良市に訪れる人にもやさしいまちとは？」

　来年度の子ども会議におけるテーマについては、２０２０年にオリンピックの開催で多くの

観光客を迎えることが予想されるため、この機会に、奈良市があらゆる人にとってやさしく、

魅力的なまちとなるための提案を考えてもらうことをテーマとする。また、子どもたち自身が

まちづくりの担い手となる一歩としてもらうため、実際に提案を実現する過程に主体的に参加

できるような内容とし、２カ年通して１つのテーマで実施する。

２０１９年度

２０２０年度

（７）　公開

　奈良市子ども会議は、原則的に公開で実施するものとし、参加者には募集段階からその旨を示

し、参加者とその保護者から公開に関する承諾書を提出してもらう。

（８）　その他

　・参加者にお菓子やジュース類を用意する。

　・参加者の参加に係る経費（交通費等）は自己負担のため、参加１回につき、５００円の図書カ

　　ードを配付する。

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

4月 5月 6月 7月 8月 ３月9月 10月 11月 12月 １月 ２月

2020年東京

オリンピック（7/24～8/9）

パラリンピック（8/25～9/6）

開催期間

参加者
募集

企画実施

子ども会議
提案作成

次年度実施に
向けた準備

提案報告

企画実施準備
及び参加者追加募集

翌年度へ続く

振り返り

報告会
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（趣旨）

第１条　この要綱は、奈良市子どもにやさしいまちづくり条例（平成２６年奈良市条例第５１号。

　以下「条例」という。）第１２条に規定する奈良市子ども会議（以下「子ども会議」という。）

　の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

（意見等を求める事項）

第２条　子ども会議において意見等を求める事項は、次のとおりとする。

　(1) 子どもにやさしいまちづくりや子どもに関する施策に関すること。

　(2) その他必要と認める事項

（参加者）

第３条　市長は、条例第３条第２号に規定する子どもであって、原則として１１歳以上１８歳未満

　であるもののうちから、子ども会議への参加を求めるものとする。

２　前項の場合において、市長は、原則として、同一の者に継続して子ども会議への参加を求める

　ものとする。

（運営）

第４条　子ども会議の運営に関する事項は、条例第１２条第２項の規定に基づき子ども会議におい

　て決定する。

（支援）

第５条　条例第１２条第２項後段の規定による市の支援は、次に掲げるものとする。

  (1) 子ども会議の開催及び運営等に必要な情報の提供及び経費の補助

　(2) 子ども会議への子どもの参加の促進

　(3) その他子ども会議の運営のために必要と認める事項

　 （市長への意見の提出）

第６条　市は、子ども会議が条例第１２条第３項の規定に基づき、これに参加する子どもの意見を

　まとめ市長に提出する場合には、必要な支援を行うものとする。

（庶務）

第７条　子ども会議の庶務は、子ども政策課において処理する。

（施行の細目）

第８条　この要綱に定めるもののほか、子ども会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則

　この告示は、平成２７年６月１日から施行する。

　（参考）　奈良市子ども会議実施要綱
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第１　目的

　　この方針は、奈良市子ども会議（以下「会議」という。）が参加する子どもの自主的及び自発

　的な取組により運営されるとともに、その会議において出された意見をまとめ市長に提出するこ

　とを目的に定めるものとする。

第２　定義

　　この方針において、使用する用語の意義は、次のとおりとする。

　(1) 子ども参加者　原則として１１歳以上１８歳未満であるものを対象に公募等により選考した

　　者をいう。

　(2) ファシリテーター　会議が円滑に進むように会議全体の進行をするとともに、サポーター及

　　び市への助言や調整を行う者をいう。

　(3) サポーター　子ども参加者に対して会議参加へのサポートをするとともに、ファシリテータ

　　ー及び市との調整を行う者をいう。

第３　留意事項

　　会議を実施するにあたり、次に掲げる事項に留意するものとする。

　(1) 会議が、子ども参加者にとって安心して参加し、意見を出しやすい場となるよう、子ども参

　　加者同士、ファシリテーター及びサポーターとの良好な関係の構築に努めること。

　(2) 子ども参加者が互いに認め合い、協力し合える関係の構築に努めること。

　(3) 子ども参加者一人ひとりが積極的に参加するよう働きかけ、特定の子ども参加者に過度な負

　　担がかからないように努めること。

　(4) 子ども参加者への助言を行う際は、考えを押し付けるようなことにならないよう努めること。

　(5) 会議において知り得た子ども参加者の個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的

　　に使用しないこと。なお、会議終了後も同様とする。

第４　市の役割

　　市は、会議運営に係る総合的な調整及び広報に関すること、その他会議に関する必要な役割を

　担う。

第５　提出された意見等の取扱い

　　市は、会議から市長に提出された意見等の要点を整理集約した上で、それに対する市の考え方

　とともに公表するものとする。ただし、単に賛否を述べるのみの意見については公表しないもの

　とする。なお、この場合、子ども参加者の個人情報等には配慮するものとする。

第６　公開

　　会議は、原則的に公開で実施するものとし、子ども参加者の募集にあたってはその旨を示すも

　のとする。

　 　　　附　則

　この方針は、平成２７年６月４日から施行する。

　（参考）　奈良市子ども会議実施に関する方針
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TEL

テーマ 「２０２０年オリンピックに向けて奈良市に
訪れる人にもやさしいまちとは？」

お問い合わせ

奈良市 子ども政策課
０７４２-３４-４７９２

２０１９
奈良市子ども会議

参加者募集！

開催日程（全５回）：

８月 １日

各日１０：００～１２：００
定員３０名様

お一人様でも
お申込みできます

会場 ： 奈良市役所 北棟６階 【第２１会議室】

７月２３日

火木

２５日 ３０日

６日

木 火火

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ ： 浜田 進士
（子どもの権利条約総合研究所 関西事務所長）



応募できる人 奈良市内に在住または在学している１０歳から１７歳までの人。

（年齢は２０１９年４月１日現在。）

奈良市子ども会議は、平成２７年４月に施行された「奈良市子どもにやさしいまちづくり条例」に規定されているもので、

子どもにやさしいまちづくりについて子どもたち自身に話し合ってもらうための集まりです。全５回の日程終了後に参加者の

みなさんから奈良市長への意見報告会を別の日程で開催する予定です。

さらに、夏休みの子ども会議期間の終了後、みなさんの提案の実施に向けた取組を行う予定にしています。

応募方法 下記の応募用紙の内容を記入して、メール・郵送・FAXのいずれかの方法でお申し込みください。

メールでの応募は本文に応募用紙にある必要事項を記入して送信してください。

応募締切 ２０１９年７月１２日（金）必着

応募者多数の場合のみ抽選になります。（抽選の場合は応募締切後に応募者全員に連絡します。）

ご応募先 奈良市役所 子ども未来部 子ども政策課

〒６３０－８５８０ 奈良市二条大路南一丁目１番１号

電話：0742-34-4792 FAX：0742-34-4798

メール：kodomoseisaku@city.nara.lg.jp

奈良市子ども会議 応募用紙

氏名（ふりがな）： 年齢： 歳

学校名： 学年： 年

住所： 〒 －

電話番号： － －

メールアドレス：

ご応募の理由があればご記入ください。

※ 奈良市子ども会議で、撮影した写真や氏名等を奈良市のホームページや印刷物、報道
等で使用することがありますのでご承諾くださいますようお願いいたします。
（後日、参加者ご本人と保護者様には承諾書にご署名いただきます。）

ご応募ありがとうございます。

今までの取組をご覧になる場合やメールでのご応募のときはQRコードをスキャンしてください。



２０１９年

奈良市子ども会議 参加者募集

開催日

７/２３(火)、２５(木)、３０（火）

８/１(木)、６(火)

奈良市子ども会議とは、、

奈良市を「子どもにやさしいまち」に

するため、子どもたち自身で「子ども

にやさしいまちづくり」について話し

合う場所。

今年は、「2020年オリンピックに

向けて奈良市に訪れる人にもやさ

しいまちとは？」をテーマに「子ど

もにやさしいまちづくり」について話

し合います。

開催場所

奈良市役所

対象

小学５年生から高校３年生（奈良市内在学・在住）

これまでの取組や

応募方法については

市HPをチェック！！

締切

７/１２(金)

必着

奈良市 検索

ぼしゅう

おうぼ

かいさい

しめきりかいさい

※ 平成30年度奈良市子ども会議の様子 「子どもの遊び場」をテーマに公園について提案してもらいました。


