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を⾏う意思のある⽅で、
就業 就学する18歳以上の個・就業・就学する18歳以上の個

していない⽅は今後２年間以上にわたり本
る⾒込みがあること。）



奈良県景観サポーターってなに？

・「奈良県景観サポーター」（以下「サポーター」）

とは 地元での景観づくりに係る活動を行い 将とは、地元での景観づくりに係る活動を行い、将

来的には景観づくりの推進員となる人であって、

奈良県のサポーターリストに登録された人をいい

ます。

・「景観づくりに係る活動」には特に定義はなく、地

花づく など 景観 向 役立 活動な元での花づくりなど、景観の向上に役立つ活動な

ら何でもＯＫ。

景観サポーターに登録すると？

・県から情報提供を受けたり、専門家による定期

講習会等を受講していただくことが可能です。

・サポーターの方の希望に応じて意見交換会を

行ったり、地元活動の報告会を開いたり・・・、奈

良県景観サポ タ 制度は サポ タ の方と良県景観サポーター制度は、サポーターの方と

県がともにつくっていく活動を目指しています。

・今年度の定期講習ではまちの特性を探る「まち

あるき」や「グループディスカッション」などを開催

します。

いきなり活動なんてできないかも？

・地元で景観づくりに係る活動を行う意思があっても、す

丈夫です！

是非活動に役立てて下さい！

丈夫です！

・活動を始めることを前提に、まずは他の地域の活動の

参加したりしながら、地元活動の手がかりをつかみましょ

奈良県景観サポーターの流れ

①基礎講習の
受講

サ
リ
登

応募

奈良県景観サポ タ の流れ

＊サポーター制度の説明や基礎講習を受けていただい
た方を登録します。（原則として①の基礎講習は全て受

◎基礎講習・定期講習等の受講料は不要ですが、報

応募したらどうなるの？

・まずはサポーター制度の説明や景観に関する

基礎講座などの講習を受講していただきます基礎講座などの講習を受講していただきます。

・サポーター制度を理解していただいたうえで、

「サポーターになる」という思いを持っていただい

た方を奈良県のサポーターリストに登録します。

景観づくりに係る活動って
何をしたらいいの？

・景観の向上に役立つ活動であれば、どのよう

な活動をしていただくかについて指定はありま

せん。

例えば、団地の景観をまもるための協定をつ

くる、花づくりで地域の美観を高める、などなど。

“景観の向上に役立つ活動”で、地元におい

て行いたい！と思うことならＯＫです。

・県は知識・情報を習得していただく場の提供

や交流の場の提供など、活動のお手伝いを行

います。

すぐには何をしたらよいかわからない、そんな方でも大

のお手伝いをしながら学んだり、景観に係るイベントに

ょう。

②定期講習等の受講

③サポーター活動の
実施

ポーター
リストへ
登録(＊)

いた上で、制度を理解・賛同し登録を希望していただい
受講して下さい。）

報酬や交通費の支給はありませんのでご了承下さい。



平成25年度の基礎講習と定期講習の概

基礎講習

（日程・内容については変更する場合があり

平成25年度の基礎講習は、「景

近畿大学 久 隆浩 教授に教え

第1回 ７／２７（土） 午前１０時～12時 於：奈

①サポーター制度の概要説明

②景観基礎講習１ 「景観とは何か

第２回 ８／１０（土） 午前１０時～12時 於：奈

近畿大学 久 隆浩 教授に教え

第３回 ９月のいずれかの１日（木） 午前９時

・景観づくり活動体験＜奈良・人と

①景観に関わる各種施策等

②景観基礎講習２ 「景観の地域性

定期講習

ＮＰＯまちらぼ 代表 陸奥 賢

平成25年度の定期講習のテーマ

「まちの特性（文化、歴史、

第１回 １１／２３（土） 午前１０時～１２時

講義 「まちの特性と景観の役割～目

第２回 １２／２１（土） 午後１時～５時
まち歩き 「まちの特性を探る」

まち歩きをしながら 「まちの特性」を探

講義 「まちの特性と景観の役割 目

まちには文化や歴史や物語といった目

それらをいかにして「景観化」＝「見える
の可能性を学びます。

まち歩きをしながら、「まちの特性」を探

まちづくり、景観づくりに携わる人々の思
するスキルを磨きましょう。

第３回 １／２５（土） 午後１時～５時
まち歩き&グループ・ディスカッショ

まち歩きをしながら、「まちの特性にあっ

などをリサーチします。

【応募方法】 「奈良県景観サポーター応募申込書」を
ＦＡＸ・郵送・持参・Eメールlで提出して下
（持参以外の方については申し訳ありませんが、

最後はグループ・ディスカッションで話し
を探ります。

などをリサ チします。

【募集人数】 ３０～４０名程度（原則として先着順とします
いただく場合がありますので、あらかじめご了承下

【受講決定】 基礎講習の受講が決定した方には７月
差し上げます。

問い合わせ先 申込先

（持参以外 方 申 訳あり 、

応募申込書は風致景観課ＨＰ（http://www.

問い合わせ先・申込先

〒630-8501 奈良市登大路町３０番地 奈

TEL ０７４２－２７－８７５２（直通） ＦＡＸ
Eメール keikan-supporter@office.pref.nara

概要
ります。また、基礎講習第３回目の日程は未定です。）

景観とは何か」などについて

ていただきます

奈良県文化会館

か」

奈良県文化会館

ていただきます。

時～1５時頃

と自然の会の活動に参加＞

性と奈良県の景観」

賢 氏に教えていただきます。

マは

物語）から景観を考える」

目に見えないものを見える化する～」

探ります。

目に見えないものを見える化する 」

に見えない特性がいっぱいあります。

る化」すればいいのか？ 「景観づくり」と「まちづくり」

探ります。

思いや考えなども聞きながら、まちの特性を感知

ョン 「まちの景観を探る」
っている景観」「まちの特性にあっていない景観」

を記入の上、下記申込先（奈良県風致景観課）あて
さい。
、着信確認のお電話をいただきますようお願い致します。）

し合い、「まちの特性にあった景観とはなにか？」

すが、応募者多数の場合は地域の偏り等により当方で調整させて
下さい。）

月１６日～７月１９日までの間にお電話により連絡を

、着信確認 電話 す う 願 致 す。）

pref.nara.jp/11937.htm）からダウンロードできます。

奈良県 風致景観課 景観保全審査係

０７４２－２２－８２７６
a.lg.jp


