
仕事の終わる時間をしっかり

し残業をなくす。周りを気に

かける余裕がうまれる。

環境に関するイベント→

SN Sで発信・小中高大で

連携して開催

エコについて考える

遠くへ行くとき電車をつ

かう

近いとこは歩く、自転車

をつかう

家電の使い方に気をつけ

る

新エネルギーを管理でき

る人材を増やすために養

成機関を作る

国全体で休みの日を作り

環境について話し合う場

をつくる

小学生に長期休みの宿題

として省エネを競う

学校で教えたり定期的に

講演会する。

話し合いの場を沢山作っ

て意見の交換をし知識を

深める

市民の知識を増やすため

にアプリゲームをする

教育カリキュラムに環境

学習やエネルギー学習を

多く取り入れる

男が性転換して子供を生

める体をつくる

人が集まりたくなるよう

なイベントをもっとひら

く→出会いの場になる

子供産む＝女性頑張る

人口を増やす＋奈良に住

む人を増やす→住みやす

い政策

色々な呼吸法をためす

考え方を変える
一回市民達を追い込みは

いあがらせる

必要以外ムダなお金をな

くす。
お金を生み出す

奈良でつくったエネルギーを

安めにして売る（市民は安く

かえるとか）

ファウンドクラウディン

グ

社会主義国とする

プチ社会主義方式

木の伐採を減らす

自分から勇気を出してゴ

ミを拾う

公共交通機関を水素エネ

ルギーで走らせる

ソーラー設置するときに、そ

の面積と同じ広さの木を植え

る→イベントとする

市内中に路面電車を走ら

せる。そのかわり車の走

行を制限する。

省エネの製品が増えてき

たがまだ少ない。

ばっさいする用の土地を

つくる

市街の緑化　1人2本植える

と役70万本　植えた人がそ

の木を半永久的に管理 道路を太陽光パネルにす

る

家の電力量を一定以内に

すると市や国から何かも

らえる

パネルを設置する方法

（家、ソーラーシェアリ

ング）

林業と会社を連携させて

サラリーマンは林業をや

る

いろんな色の太陽光パネ

ルを作る

空き家に人をいれる　新

しくつくらない

光合成と同じ機能を持っ

た機械の発明

自転車や車などをはしら

せて電気をつくる

車のボディを太陽パネル

にしてその電気で動く車

を発明

太陽光以外のエネルギー

冷蔵庫など新しいものに

買い替える

太陽パネルをつける場所

が限られている

奈良でつくったエネルギーを

そのまま使えるようにしてそ

れを市民に使ったもらう

若い人を増やす

人材不足分野での外国人

移民の受け入れと市内で

の就労

環境についての知識を周

知

子供を産みやすい環境づ

くり

学校での授業→子供が家

族に話す→大人になって

まだ子供に話す

大人への意識改革→仲川市長

が直接言ったら大人の人も

「ふ～ん」ってなっとくする

人多いと思う

奈良にもっとコミュニ

ティの場を

子持ち家庭が住みやすい

地域に

公共事業で雇用を増やす

ミーティングを開く

企業誘致　働き手　増加

奈良にもっと住んでもら

えるかも

公園を！ボールO Kの！

老人ホームの新設

介護施設を増やす

太陽光エリアというのを作り

そこに住んでいる人には家の

屋根にソーラーパネルをつけ

てもらう。実験地区みたいな

子どもを増やす

エコカーの普及 エコ運動をする

木、植物を町に増やす

景観的にもよくなるよう

に

緑を増やす、木を植え

る、花を植える

緑を増やす

市街地への植林

市東部の交通網の増強 ゴミ箱を増やす

奈良をもっと全国へアピール

（鹿、奈良漬け、大和茶、柿

の葉寿司、住みやすい、交通

の便いい）

奈良のことを宣伝する

観光地のPR

人口を増やすための奈良

の魅力を知ってもらう

観光場所を増やす

修学旅行生に奈良で泊

まってもらう。そのため

のホテル。

観光施設の設置

奈良市からフォトスポッ

ト（インスタ映え）の提

案。古風が逆にいい

ネット社会→写真映えが

する若者ウケ良い場所を

つくる

災害対策（河川の整備な

ど）

下水道の整備

水不足に対する水路の確

保

募金活動

林業に補助金

新しい税金をつくる

他府県との経済協力

新エネルギーの研究

CO 2の利用法を考える

市長さんも環境について

もっと勉強する

ゴミの分別を厳しくする

ビンの使いまわし（昔の酒屋

みたいな）　買う→飲む→ビ

ンを返す→お金が返ってくる

新製品だけではなく中古

品も買う

楽しくゴミ捨てできるよ

うに工夫する

自分用のゴミ袋（ゴミ

箱）などを持っておく

分別しなければ罰金

エコバッグを使う

自動販売機の横にゴミ箱

をつくる

リサイクルセンターを作

る

プラスチック製をなくす

新製品をなるべく買うよ

うに伝える

エコ税を作る

電気自動車にする

エコの日を作る

ふるさと納税の品を良く

して奈良に税金を多く収

めてもらう

夏場のために水のある場

所を増やして涼しくする

工事を始める

できる限りの再生可能エ

ネルギーを取り入れる

こういうワークショップを定

期的にやる（大人向け、子供

向け）など。興味を持っても

らえるように工夫して。

小学校の授業にエコの授

業をつくる。教科書もつ

くる。

節電がどれだけ大切かを

改めて分かってもらう。

できるだけ多くの市民に

再生可能エネルギーにつ

いて知ってもらう

表現力をつけたらイメー

ジをちょっと上げれる

教育を変える→小学生くらい

から再生可能エネルギー環境

の問題について教える。そう

いう事を学べる体験をさせる

奈良に宿泊施設を増や

す。

夜イベントを増やす。

奈良に泊まってもらえる

ようなところを作る。

シカが増えないように不

妊手術をする

ヘルパーさんの育成に専

念する

老人ホームなどを増やす

元気な老人同士が一緒に住

む。仲が良い人とかだと楽し

いしホームに空きが出る

老人ばっかりにお金を回

さないで若者にも上げる

どこかの市みたいに子供

を産んだらお金をあげる

家族団らんをもっと大切にし

ていけば会話とかをしている

から電力を使ったりする暇が

なく自然と節約につながる

老人ホームに人が入らな

くなったらその人の家に

介護士さんが行く

過労死が出ないように仕事な

どでも役割を決め休養が全員

平等にとれるようにする

一か月に１，２回は平日

に休みを入れたらいいと

思う

台風はしかたないけど豪雨か

ら守るには斜面に作らないよ

うにしたら少しはマシになる

かも。

地産の物を買う。
林業などに興味をもって

もらえるようなイベント

などをする

学校で農業の良さをもっ

と伝える

奈良の木を使って家を建

てる

風通しが良い構造とかも

考えて木造建築を作って

いく

木造建築もワンパターンの造

りだけでなく様々なイメージ

を持っていけばいろんな木造

建築が増えていく

暑さに応じた服を着ればい

い。そういう服を作るのもイ

メージ力の低下を防げる。

木造建築物を定期的に点

検修理する

林業農業等の楽しい体験

を

農業の楽しさをわかって

もらう

林業の良さを伝えていけ

ばする人が増えるかも

植物などから水を作り出

す方法を身につければ水

不足はマシになる

農業者に手当てを

太陽光パネルで見栄えが悪く

なるならパネルをなんかお

しゃれにしたらいい。

発電を奈良の名物にする

新しいゆるキャラをつく

る

奈良の宿泊地をもっとつ

くる

危機感をもつポスターを

作る

環境問題のCM を作る

観光名所でかせぐ（話題

になるCM ）

田舎民泊

ゴミ拾い活動をイベント

としてやる

木を植える活動
植林ボランティアを企画

する。

発電ジムをつくる

公園の遊具などに発電機

をつける

不動産屋で物件とソー

ラーパネルをセットで売

る

道路をソーラーパネルに

する

全部の家に太陽光パネル

をつける

自転車全てに発電機能をつけ

れば学生の通学だけで結構な

量たまるとおもう

太陽光パネルをカラフル

にして新しい観光地に

川に10m 間隔で小水力発

電

鹿を使う

安くて設置しやすい太陽

光パネルをつくる

（人間も含め）動物の糞

をバイオマス発電に使う

火葬をバイオマス発電に使う

（道徳的に悪いということは

十分わかっています）

川がたくさんあるので川

の流れを利用して水力発

電ができると思う

下水を使う

ガスをなくす

電気自動車を普及

古いものを減らすには新

しいものに買い替える

食料自給率

市民も政治に参加してし

まおう

環境教育を小学生だけで

なくいろいろな大人にも

子育てしやすい環境・政

策

子どもが奈良に住んでい

たいと思えるような町

働きやすい環境

市民に税金の使い道を教

える

環境教育を小学生だけで

なく中・高そして大人に

も

ドリームランドの広い土

地をいかす

ドーム作る（笑）

今どきの子にウケるもの

をつくる

人が集まるような施設を

つくる（作るお金以上に

利益の出るもの）

景観を損なわないようマ

ンションを建てて他県か

ら移住者を増やす

恋愛のすばらしさを説く

一か月に一回他の人との

交流会をする

いじめについてもっと

しっかり考える

死なないようにしっかり

対策する

子持ちが生きやすいよう

補助をする

差別をなくしみんな平等

にする
いじめに対する呼びかけ

市をあげて男女の交流の

場をつくるべき。

部落差別をなくすように

対策する

学校にエアコンをつけて

ほしい

週１寝る時間がほしい

学校での授業でノートで

はなくパソコンで授業し

てほしい

オンライン授業の時間を

もっと増やしてほしい

道徳の授業にもっと力を

入れる

もっと先生がテンション

を上げ、毎日楽しく学校

に行けるようにする

休み時間だけケータイを

さわらしてほしい

教師にやさしく

学校に太陽光発電をつけ

るといいと思う

長期休みをきちんと「休

み」にしてほしい

やりたいことができる市

にしてほしい（留学や国

際交流）

市民の悩みや不満に思ってい

ることを聞いてそれに合った

政策をなるべく多く出す

一人一人の悩みをしっか

り聞いて答えるべき

子どもにもっとやりたい

ことをやらせるべき

今の時点で頑張ってるけ

どもう少し自給自足がで

きる市にしてほしい

もっと食料を貯蔵してお

く

もう少し災害時の対策や

人と人の呼びかけをする

避難訓練を増やしもっと

災害について考えるべき

木を植える

もっと過ごしやすい環境

を作る

もっと大きな木を作るべ

き

もう少し土地の管理を

しっかりする

田舎にAIを入れたほうが

いい

AIの導入をしすぎないで

ほしい

全体的に給料を高くして

欲しい

多額のお金をつぎ込んでも災

害や老朽化によって意味のな

いものにならないために考え

てほしい

世界からお金をもっとも

らうべき

家をもっと丈夫にリ

フォームする

今、新しいものなどを設置す

るのではなく老朽化したもの

を立て直したりして将来、す

べての家に太陽光パネルをつ

けるなどとなったときに実行

できる状態にしておいてほし

い。

奈良市内でもある都会と

田舎の差をうめる。田舎

をもっと整備する

「景観を守る」という地域を

明確に決め、それ以外の地は

太陽光発電に向かう方向性で

海外のように短期的に集

中して仕事をできるよう

な市にしてほしい

産後の人が復職しやすい

ようにする

奈良の歴史をもっと学び

他の地方に知らせる

駅等でもっとしっかり「奈良

市」について掲示すべき。省

エネ率等について

奈良の推しポイントを

もっとたくさん作ってほ

しい

省エネとかの広報のため

に軽率に流行に乗ってコ

ラボとかする

もっと広報に力を入れる

公立の小中高の授業に再

エネに関する授業を義務

付ける

再エネの発電のメンテナ

ンスをすることができる

人の人材育成

奈良県では太陽光発電が有力

な発電方法であるため太陽光

発電を設置した家庭に補助金

を出す

自らの国の自然エネル

ギーを使用して電力を作

る

もっと風力発電を増やす

小学校や中学校の屋上に

太陽光発電を設置する

小水力発電を増やす。そ

こら辺にある溝をきれい

にして設置する

太陽光パネルはなるべく

多くのところに設置する

（家庭にも）

省エネ住宅を増やすためには

電力集中管理システム

（H EM S)を各家庭に配るま

たは購入を義務付ける

家庭でのエネルギー消費

量でガス温水機器が多い

ためガスの使用を減らす

住宅省エネを増やす方法

学校の窓を少しずつ断熱

材にしていく

太陽光パネルを増やす

小水力発電が設置できる場所

を増やす、もしくはもっと小

水力発電の形を小さくする

下水道を発電に利用

外資（国内）企業が地域

にお金を落とす仕組み

税金を変える

奈良市にはさまざまな企業が

あるつまり奈良市内の法人税

を増税して集めた予算を再エ

ネに充てる

光合成をさせるための施

設をつくる

観光したくなるようなこ

とを意見を出し合ってい

く

シカせんべいを買いに来るこ

とで観光客が増えて地域にも

お金を落としてくれる

シカせんべいをたくさん

買う

自分の住んでいるところで有

名なものとか良いところをた

くさん紹介して観光地を作る

山とか自然の近くに水車

小屋や木材の建物を作っ

て観光客に来てもらう。

水車小屋で発電する

日本政府が定めた出生率

を超えたら少額の補助金

を出す

介護施設をもっと増やし

介護の仕事ができるよう

に教育する

他の企業と協力して新た

なロボット商品を開発す

る

農業で働く人を増やすに

はもうちょっと年収を増

やす

農業をやることに対する

メリットをもっと前に出

していく

農業林業を公務員扱いに

することで農業林業人口

を今よりも増やす

バイオマスを増やす。そ

れによって林業をする人

が増える

ビニールハウスを使って

作物を育てる

人工的にオールシーズンで植

物を育てることができる機械

を導入し管理する人を雇用し

て市内の雇用率を上げる

宿泊施設を作る

山焼きをもっと他県にも

アピールする

全国にたくさんいる歴史好き

が奈良にもっと観光をするよ

うにしてお金を使ってもらう

せんとくんよりももっと

かわいいゆるキャラを作

る

山焼きの時に花火を打ち

上げる

泊まる日が長いほどおと

くになるような宿を作る

奈良らしいインスタ映え

スポットをつくる

車にソーラーパネルをつ

ける

人の体をソーラーパネル

に
服にソーラーパネル

電気のテーマパークをつ

くる

もっと効率のよいソー

ラーパネルを作る（小型

化）

ビルの外装も壁もソー

ラーパネルにする

電気を電波みたいに送受信で

きる技術をつくりソーラーパ

ネルを宇宙に打ち上げる

〇〇の内側を改造して建

物にする

耕作放棄された土地はソー

ラーパネルを設置したりして

土地を無駄にしない

太陽光パネルなどの設置

場所確保

介護士など人手不足の職

業の給金を上げる

人手不足している林業に人に

入ってもらうために、給料や

社会福祉を充実させる

男の人も子育てをする必

要がある。

会社で産休を取りやすく

する

農業や林業をしている人

に対して何らかの配給を

する

発電という新しい「職」

をつくる

CO 2の排出を抑えるため

に『車に乗らないD ay』を

作る

植物を増やす。

水をたくさんトイレで使

うから下水道を使って発

電をできるようにする

海水を塩と水に分離させ

て真水を作る

人工知能を発展させすぎ

ない

人間が一度馬鹿になる

もっと３Rなどについて呼

びかける
ゴミを拾う

人々の認識力を高める

今の現状を分かっていない人

が多々いるから広告か何かで

広めて知ってもらうべき

人々にこういった事に対

しての関心を持たせる
（少しコストがかさむが）奈

良市役所や県庁などをC LTを

使って建築し、市民にC LTの

良さをアピール

家を新しく建てるよりも

もともとある家を改築す

るようにする

築５０-６０年の木造建築物

のリフォームの際に出た木材

をくだいてチップにしてバイ

オマス発電に利用

建物を増設して増設した

ところにいろいろ取り付

ける

新しい再生可能エネル

ギー

床発電

無限可動エネルギーをが

んばって作る

いろんな人間の動きをエ

ネルギーに変換できる装

置を作る

死体を使ってバイオマス

発電

バイオマス発電で木のサ

イクルをつくる

奈良の放置林の木や製材する

ときに出てくる端材をチップ

にしてバイオマス発電に利用

シカを使って発電する

奈良公園のシカのフンを

何かに使えるようにすれ

ばいい

電車が動いているときの

摩擦熱を利用する

発電用植物の推進（バイ

オマス発電）

奈良には海がないから魚

の養殖をして食料を増や

す

人が一定の時間動かな

かったら電気が消えるよ

うなものをつくる

鹿肉鹿の皮で服

再エネ

省エネ

環境
教育

３Ｒ

空き家

緑・植林

人口
AI・ロボット

農林業

働き方

PR

災害 水不足

財政
介護

教育

人権政策

その他

整備

シカ

交通

研究

太陽光

バイオマス
（生物資源）

小水力

人力

観光

農業 林業

出会い

子育て

宿泊施設

イベント・PR

住宅・家電

奈良市未来ワー
クショップの政
策提言 2017.11.18

やきにく

チームだいちゃんマン

みそラーメンポ

５DEER

サインバインド

モンキーズ

9割メガネ

高1男2、高2男1女2

高1男2女2、高2女1

中2女1、高1男2女1、
高2男1女1

高1男2女2、高3女1

中2男1、高1男1女1、
高2男1女1

中2女1、高1男2女1、
高2男1女1

高1男3女1、高2女1

いいねシール

参加者

傍聴者

仲川市長
中学生3名、高校生
34名、計37名参加


