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 令和４年 全国知事会議in奈良 取材要領 

 

 

令和４年７月１５日 

      ２５日 

全国知事会調査第三部 

奈良県 

 

 

 

 令和４年７月28日（木）、29日（金）に奈良市「奈良県コンベンションセンター」において

開催する全国知事会議の取材要領は、次のとおりといたします。 

  報道各社におかれましては、会議の進行及び取材活動を円滑に行うため、以下の項目につい

てご確認いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。 
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Ⅰ 全体概要 

 

１ 全体スケジュール 

日 程 時 間 内 容 場 所 取材 

7月27日 

（水） 

 

15：30～16：45 

17：30～18：45 
全国知事会理事会 

ホテル日航奈良 

４階宴会場「飛天」 
× 

17：10～19：10 エクスカーション 

奈良国立博物館 

興福寺 

東大寺 

○ 

× 

× 

7月28日 

（木） 

 7：50～ 9：00 早朝プログラム 東大寺（大仏殿） ○ 

 9：30～12：30 全国知事会議 
奈良県コンベンションセンター 

１階コンベンションホールＡ～Ｂ 
○ 

13：30～15：00 全国知事会議 
奈良県コンベンションセンター 

１階コンベンションホールＡ～Ｂ 
○ 

15：15～17：15 
全国知事会議 

（セッション） 

奈良県コンベンションセンター 

２階会議室201～202、204～206 
○ 

 
17：30～18：00 

18：00～18：15 
記念撮影 平城宮大極殿 ※小雨決行 

○ 

× 

7月29日 

（金） 

 9：00～11：45 全国知事会議 
奈良県コンベンションセンター 

１階コンベンションホールＡ～Ｂ 
○ 

11：45～12：30 記者会見 
奈良県コンベンションセンター 

２階会議室201～202 
○ 

 ※エクスカーション等では、一部密になる室内等で撮影不可の場所があります。 

 ※エクスカーションの興福寺と東大寺は、屋外は撮影可能ですが、報道箇所の設定はありませ

んので、撮影される場合は、移動手段を含めご自身でお願いします。 

 

 【主会場】 

奈良県コンベンションセンター 

 〒630-8013 奈良県奈良市三条大路一丁目691-1 

  TEL 0742-32-2290 ／ FAX 0742-32-2291 

 

 

 

 

 

中 止 

中 止 
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２ 感染症対策について   ※感染状況に応じて内容を見直す場合があります。 

（１）参加自粛基準について 

会議に参加される方は、参加期間中は毎日抗原検査をお願いします。その検査に必要とな

る検査キットは受付で人数×日数分をお配りいたします。その上で、以下の基準に該当    

する方は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から全国知事会議 in奈良への取材を自

粛いただきますようお願いします。 

 

  【参加自粛基準】 

・会議当日の抗原検査で陽性反応が出た場合 

   ・会議当日及び会議前 11日間に、体調不良があった場合（例：発熱・咳・咽頭痛・味覚障 

害・嗅覚障害・倦怠感・息苦しさなどの症状がある場合） 

   ・会議当日及び会議前６日間に、新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した方との濃厚 

接触がある場合 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

・直近 14日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等 

への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

 

（２）健康チェックシートについて 

   ・全国知事会議 in奈良を取材される皆様には、別添の「健康チェックシート」にご記入い

ただき、当日受付で提出をお願いします。２日間にわたり取材参加される場合は、初日

に提出してください。 

 

（３）感染症対策の取組について 

・会議に参加される方は、参加期間中は毎日抗原検査をお願いします。その検査に必要と 

なる検査キットは受付で人数×日数分をお配りいたします。抗原検査の結果、陽性反応が

出た場合は、すみやかに全国知事会へお申し出ください。 

   ※陽性反応が出た場合は、奈良県の「県内宿泊施設における新型コロナウイルス感染症ガ 

イドライン」に基づき対応していただきます。 

   ・会場の入口付近にサーモグラフィを設置し、検温を実施します。 

   ・会議会場となる「奈良県コンベンションセンター」へは、事前申込のあった記者・クル

ー以外は立ち入りをご遠慮いただきます。 

・各会場の入口付近に手指消毒用アルコールを設置します。 

   ・会場内の共用部分（出入口、トイレ等）及び備品（机、椅子、パソコン、プリンター、

マイクなど）については、適宜消毒を行います。 

   ・各会場（会議場・客室・レストランなど）では外気導入空調による換気を実施していま

すが、より換気効率を高めるため、会議中も各部屋の扉や窓を開放します。 

   ・会場内の配席については、密集回避のため座席数を減らしできるだけ２ｍ（最低１ｍ）

空けることとしています。なお、人と人との距離が十分にとれない場合は、間にアクリ

ル板を設置します。 
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・会場内では CO2センサーを使用し、室内の CO2が 1000ppmを超えていないか確認しま 

 す。 

・会議場内は機械換気のほか、換気を補助するためサーキュレーターを使用いたします。 

そのため、若干騒音が発生する可能性がありますのでご了承ください。 

 

（４）留意事項について 

   ・新型コロナウイルス接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」の活用をお願いします。 

   ・「マスクの着用」「手洗い」等基本的な感染対策の徹底をしてください。特に会話時の 

マスク着用は徹底してください。 

   ・会場内での社会的距離の確保、検温など運用ルールへの協力をお願いします。 

   ・昼食（弁当）等を食べられる場合は黙食をお願いします。 

   ・会議中に体調が優れなくなった場合は、すぐにスタッフにお伝えください。 
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Ⅱ 事前申込・当日受付 

 

１ 事前申込受付 

 ・取材申込書は、７月２１日（木）17:00【必着】までに、別紙１により、奈良県総務部知事

公室広報広聴課あてに、Ｅメールで提出してください。（E-mail：koho@office.pref.nara.

lg.jp） 

 

 ※会場スペースの都合上、入室可能人数は各社スチール１名、ムービー１クルー、ペン記者１

名でお願いします。（本会議、セッション共） 

 

２ 受付等 

 ・全国知事会議等（７月28日～29日）の取材にあたっては、事前申込みの上、当日「報道機関

受付」で必ず受付を行ってください。 

 ・受付の際、各日のみ使用可能な名札をお渡ししますので、着用の上、会場内にお入りくださ

い。 

・前日の名札では会場に入ることができませんので、ご注意ください。 

 ・名札と併せて自社腕章を必ず着用し、身分証明書（記者証等）を携行してください。 

 ・当日申込みの受付は、やむを得ない場合にのみ行います。受付で身分証明書等を提示の上、

手続きしてください。なお、名札作成のため、多少の時間を要します。 

 ・名札は、28日（木）の会議終了後、及び29日（金）の会議又は記者会見の終了後に「報道機

関受付」で回収します。 

 ・28日（木）の昼食（弁当）を申し込まれた場合は、代金を受付時にまとめてお支払いくださ

い。「弁当引換券」をお渡しします。 

 

   【受付時間等】 

日 程 時 間 場 所 

７月27日（水） 16：40～17：00 
「Ⅵ エクスカーション（P18）」をご参照くだ

さい。 

７月28日（木） 

7：20～7：50 
「Ⅶ 早朝プログラム（P24）」をご参照くださ

い。 

8：30～17：15 奈良県コンベンションセンター 正面入口 

７月29日（金） 8：00～12：30 奈良県コンベンションセンター 正面入口 

 

３ 取材上の注意事項 

（１）カメラステージ（報道用お立ち台） 

   ・事前の申込が必要です。 

中 止 

中 止 
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   ・全国知事会議会場のカメラステージ、記者会見場のカメラステージでの取材を希望され

る場合は、取材申込書（別紙１）に必要事項を記入の上、提出してください。 

   ・カメラステージでの取材について、希望者多数の場合、混乱を避けるために抽選を行う

ことがあります。抽選を行うこととなった場合、抽選方法は別途お知らせします。 

 

（２）囲み取材エリア 

   ・コンベンションホール前のホワイエに、囲み取材用エリアを設置しています（P14参

照）。知事などの囲み取材を行う場合に御活用ください。 

 

（３）ワイヤレスマイクの利用上の注意点 

   ・会場の音響設備との混信トラブルを避けるため、Ｂ帯（806～810MHz）のお持ち込みは

原則禁止とさせていただきます。 

   ・他の周波数帯域をお持ちの場合についても、必ず事前にコンベンションセンターへご連

絡いただきますようお願いします。（TEL：0742-32-2290） 

 

（４）７月２８日（木）昼食 

   ・昼食（弁当：税込 1,000円）を希望される場合は、取材申込書（別紙１）に必要事項を

記入の上、提出してください。 

   ・代金は、７月２８日（木）の受付時に報道受付横のＪＴＢ受付デスクにてお支払いくだ

さい。「弁当引換券」をお渡しします。（おつりが出ないようにお支払いください。） 

   ・弁当は、12：00～13：30にコンベンションセンター１階入口付近ホワイエに設置する

「弁当配布コーナー」で、「弁当引換券」と交換してください。 

 

４ その他注意事項 

（１）会場への車両乗り入れ 

・中継車等の会場への乗り入れはご遠慮ください。 

 

（２）報道関係者用の駐車場 

・報道関係者用の駐車場は用意しておりませんので、コンベンションセンターの有料駐車

場（地下・平面）、または近隣の有料駐車場をご利用ください。 

※コンベンションセンター地下駐車場の車高制限は220cmです。 

 

（３）報道関係者用の宿泊施設 

・報道関係者用の宿泊施設の斡旋は行なっておりません。 

（４）会場内での喫煙 

   ・会場敷地内は受動喫煙防止のため禁煙となっております。ご理解・ご協力をお願いしま

す。 
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Ⅲ 会議別の取材留意点 

 

１ ７月27日（水） 

15：30～16：45 全国知事会理事会 
ホテル日航奈良 

４階「飛天」 

・取材はご遠慮ください。 

17：10～19：10 
 

エクスカーション 

奈良国立博物館 

興福寺 

東大寺 

訪問場所 

○奈良国立博物館（奈良市登大路町）  取材対応あり 

○興福寺（奈良市登大路町）      取材対応なし 

○東大寺（奈良市雑司町）       取材対応なし 

※詳細は、「Ⅵ エクスカーション（P18～P23）」を参照してください。 

 

２ ７月28日（木） 

７：30～９：10 早朝プログラム 東大寺 

※詳細は、「Ⅶ 早朝プログラム（P24）」を参照してください。 

９：30～12：30 

13：30～15：00 
全国知事会議 

コンベンションセンター 

１階コンベンションホールＡ・Ｂ 

・会場案内図については、P10～P17をご参照ください。 

・スチール・ムービーの撮影可能エリアはP15のレイアウト図を参照ください。 

・「取材可能エリア」の部分では、机・椅子及び電源は用意していませんので、立ったま

までの取材をお願いします。カメラステージ以外のエリアではムービー・スチール共に

三脚・脚立を使用不可です。フラッシュ、ライトの使用は可能です。 

・会場後方にカメラステージ（報道用お立ち台）を設けます。ステージ両サイドには、音

声分配ボックス（１２口）を1台ずつ計2台設置していますが、放送局系列ごとに１口で

お願いします。 

・会場では、「TASCAMのDA6」の「オス型」を用意していますので、分配を希望される方

は、「TASCAM のDA6」の「メス型」のケーブルをご用意ください。 

・ペン記者の方は、会場内では「報道席」と表示された場所にご着席ください。報道席は

椅子のみで、パソコンの電源は用意していません。 

・会議は、すべて公開で行います。 

・会場の都合上、用意している報道席には限りがあります。座席数を超える取材申込があ

った場合は、抽選を行う場合があります。 

・コンベンションセンター１階のプレスルームには、会議を中継するモニターを設置しま

中 止 

中 止 



8 

 

すので、御活用ください。 

・ムービーカメラ出入り口は、P15のレイアウト図を参照ください。 

・各都道府県知事への個別取材希望等は、別紙２を参照し、各都道府県の報道対応連絡担

当者に直接お問い合わせください。 

15：15～17：15 セッション 
コンベンションセンター 

２階会議室201～202、204、205～206 

・各会場後方に記者席（椅子のみ、各会場10席未満）を設けます。取材は会場係員の指示

に従ってください。なお、セッションの様子はYouTubeでリアルタイム配信を行います。 

※詳細は、「Ⅷ セッション（P27～P28）」を参照してください。 

17：30～18：00 

18：00～18：15 
記念撮影 平城宮大極殿 

・出席の知事は、セッション終了後「平城宮大極殿」にご移動し、記念撮影を行います。 

 取材を希望される場合は、事前にお申し込みの上、報道用バスをご利用ください。 

・報道用バスは、奈良県コンベンションセンターの天平広場から１６：４５に出発しま

す。セッション終了以前に出発しますのでご注意ください。 

※詳細は、「Ⅸ 記念撮影（P29）」を参照してください。 

※取材はできません。 

 

３ ７月29日（金） 

９：00～11：45 全国知事会議 
コンベンションセンター 

１階コンベンションホールＡ・Ｂ 

※28日（木）と同様です。 

11：45～12：30 記者会見 
コンベンションセンター 

２階会議室201～202 

・全国知事会会長、奈良県知事等がコメントし、質疑応答します。 

・会場のカメラステージ（報道用お立ち台）には、音声分配ボックス1台（３２口）を設

置していますが、放送局系列ごとに１口でお願いします。会場では、「RANEのDa216a」の

「オス型」を用意していますので、分配を希望される方は、「RANEのDa216aキャノン」の

「メス型」のケーブルをご用意ください。 

 

 

５ プレスルーム及び通信用機器等 

（１）プレスルーム 

日程 区分 概要 

７月28日(木) 8:30～20:00 コンベンションセンター１階 会議室103･104 

・レイアウト図はＰ17をご参照ください。 ７月29日(金) 8:00～13:00 
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（２）通信機器設備 

設備 概要 

机、椅子 ２４席 

通信回線 Ｗｉ－Ｆｉ 

電源（１００Ｖ） ２４ 

モニター １ 

コピー機（モノクロ） １ 

【注意事項】 

・プレスルームには、パソコン、パソコン用ＡＣアダプタ等の機器は準備しておりません

ので、各自ご用意をお願いします。 

・パソコン以外の機器及び延長コードの使用はご遠慮ください。 

・会場の電源容量の関係上、用意された電源以外の利用はご遠慮ください。 

・プレスルームは、各都道府県記者クラブ等の共用となっています。 

・会議を中継するモニターを設置しますので、会議内容の確認は可能です。 
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Ⅳ 事務局の連絡体制 

 

１ 開催前 

奈良県事務局 

○奈良県総務部知事公室政策推進課（全国知事会議奈良県開催担当） 

〒630-8501 奈良市登大路町30番地 

ＴＥＬ 0742-27-8306 

ＦＡＸ 0742-22-8012 

E-mail chijikaigi@office.pref.nara.lg.jp 

【担当】藤本、森岡、上永 

全国知事会事務局 

○全国知事会 

 〒102-0093 東京都千代田区平河町２-６-３ 

総務部 

ＴＥＬ 03-5212-9127/ＦＡＸ 03-5212-9129【担当】松橋、近重 

調査第三部 

ＴＥＬ 03-5212-9134/ＦＡＸ 03-5212-9136 

【担当】鈴木、伊藤、藪内 

 

２ ７月28日（木）～29日（金）  

奈良県事務局 

７月28日（木）～29日（金） 

○奈良県コンベンションセンター １階 会議室107～108 

ＴＥＬ  080-7018-4808 

E-mail  chijikaigi@office.pref.nara.lg.jp 

全国知事会事務局 

７月28日（木）～29日（金） 

○奈良県コンベンションセンター １階 会議室105～106 

ＴＥＬ  080-7274-0943 

E-mail  chijikaisoumu@gmail.com 
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Ⅴ 会場案内図 

 

１ 主会場（奈良県コンベンションセンター）へのアクセス図 

（１）大阪国際空港（伊丹空港）からのアクセス図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ＪＲ京都駅・近鉄京都駅からのアクセス図 
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（３）新大阪駅からのアクセス図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）奈良国立博物館へのアクセス図 

 

 

 

  

中 止 
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２－１ 会場等位置関係図（会場周辺：広域図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 会場等位置関係図（会場周辺：拡大図） 

【主会場（奈良県コンベンションセンター）】（7月28日～29日会場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🄫OpenStreetMap contributors 

車寄せ、駐車場（地下）入口 

奈良県コンベンションセンター 
（知事会議会場） 
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＜詳細図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 会場等 

 

２－３ 会場等位置関係図（近鉄奈良駅周辺） 

 

 

近鉄奈良駅 

JR奈良駅行き 
バス乗り場 

 ８  ９  11 
 14 
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３ 奈良県コンベンションセンター フロア図、レイアウト図 

＜フロア図＞ 

１階平面図 

 

２階平面図 



16 

 

 

＜レイアウト図＞ 

（１）全国知事会議（１階コンベンションホールＡ・Ｂ） 

   ７月28日（木）9：30～12：30 13：30～15：00、７月29日（金）9：00～11：45 
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（２）セッション（奈良県コンベンションセンター２階 会議室201・202、204、205・206） 

   ７月28日（木）15：15～17：15 

 

 

（３）記者会見（奈良県コンベンションセンター２階 会議室201･202） 

   ７月29日（金）11：45～12：30 
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（４）プレスルーム（奈良県コンベンションセンター１階 会議室103･104） 

   ７月28日（木）8:30～20:00、７月29日（金）8:00～13:00 
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Ⅵ エクスカーション 
 

全国知事会議の奈良県での開催にあわせて、エクスカーションを実施いたします。 

1300年の歴史を誇る古都・奈良、日本の国のはじまりを体感できる世界遺産に囲まれ、国宝・

重要文化財の建築・仏像が数多く残されています。 

当日は、国宝・重要文化財をはじめ、重要な文化財が展示される「奈良国立博物館」、世界遺

産「古都奈良の文化財」として登録されている「興福寺」の国宝館、「東大寺」の二月堂・三月

堂をご案内します。 

  

１ 開催概要                                     

 

⑴ 日  時 令和４年７月27日（水）17：10～19：10 

⑵ 場  所 奈良国立博物館（奈良市登大路町50番地）なら仏像館 （取材対応あり） 

法相宗大本山 興福寺（奈良市登大路町48番地）国宝館 （取材対応なし） 

華厳宗大本山 東大寺（奈良市雑司町406-1）二月堂・三月堂（取材対応なし） 

⑶ 集合場所 奈良国立博物館 なら仏像館前 

⑷ 受  付 取材に当たっては、事前申込の上、以下の時間・場所において受付を行って

ください。 

【受付】奈良国立博物館 なら仏像館入口（P23図参照） 16:40～17:00 

・当日の交通事情等により開始時刻が前後する場合がありますので、時間に余

裕を持って受け付けされるようお願いします。 

・受付の際、名札をお渡しします。名札の着用がなければ会場内に入ることは

できません。なお、名札と併せて自社腕章を着用し、身分証明書（記者証

等）を携行してください。 

⑸ 注  意 ・なら仏像館での集合写真撮影の場面や視察の様子（館内第６室のみ）を撮影

していただきます。なら仏像館には報道対応の職員がおり、誘導いたしま

す。 

・他の場所（興福寺および東大寺）には、職員はおりません。屋外での視察の

様子は撮影可能ですが、密になる場所等、撮影不可の場所がございます。 

・視察先の展示室内では、フラッシュや照明、三脚を使用した写真・映像の撮

影はできません。追加照明を必要とされる場合は、紫外線をカットできるフ

ィルター等を装着したもので、撮影時以外の照射はできるだけしないでくだ

さい。 

・一般の入館者もいらっしゃいますので、他の利用者の妨げにならないようご

注意の上、取材をお願いします。また、撮影時は周囲に十分注意し、列品や

建物に毀損等のないようにしてください。 

・車で来場される場合は、事前にお申し込みいただき、当日は係員の誘導に従

ってください。（P23図参照） 

 

中 止 
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２ スケジュール                                   

 

 

 

 

 

 

＜知事一行の予定＞ 

時間 内         容 

17：10 

～17：40 

奈良国立博物館 なら仏像館 

【視察先概要】 

 なら仏像館は、明治27年（1894年）に完成し

た、奈良で最初の本格的西洋建築で、昭和44年 

（1969年）に「旧帝国奈良博物館本館」として重

要文化財に指定されました。 

 平成22年（2010）に「なら仏像館」と名称を変

え、飛鳥時代から鎌倉時代にいたる日本の仏像を

中心に、国宝、重要文化財を含む常時100体近くの仏像を展示する、国内の博物館で

は、もっとも充実した仏像の展示施設です。 

 

【記念撮影】 

 到着後入館前に記念撮影を行う予定です。 

 

17：40 奈良国立博物館 なら仏像館 発 

17：50 

～18：15 

興福寺 国宝館 
 

【視察先概要】 

和銅３年（710年）平城遷都の際に、藤原不比等

によって現在の地に移された法相宗の大本山であ

り、平成10年（1998年）12月に「古都奈良の文化

財」の一部としてユネスコ世界文化遺産に登録さ

れました。 

国宝館は、興福寺の歴史を伝える仏像彫刻や絵

画、工芸品、典籍・古文書、歴史資料・考古遺物

などが収蔵されており、本尊千手観音菩薩立像を中心に、奈良時代の阿修羅像など国

宝の数々が収蔵されています。 

 

 

18：15 興福寺 国宝館 発 

18：25 

～19：10 

東大寺（三月堂、二月堂） 

三月堂を拝観後、二月堂から市内の夕景を視察 

 

（興福寺） 

16:40 

受付 

奈良国立博物館 

なら仏像館前 

17:10 

なら仏像館視察

集合写真撮影 

（奈良国立博物館 なら仏像館） 

視察 

興 福 寺 

三月堂(東大寺) 

二月堂(東大寺) 

19:10 

終了 

中 止 
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【視察先概要】 

＜法華堂（三月堂）＞ 

 東大寺建築のなかで最も古く、旧暦３月に法華

会（「法華経」を講説する法会）が行われるよう

になり、法華堂、また三月堂とも呼ばれるように

なりました。正堂は天平初期の建築ですが、礼堂

は鎌倉時代に増築されており、時代の異なる建築

が高い技術によって結ばれ、調和の取れた美しい

姿を見せています。 

 三月堂では、本尊の不空羂索観音像（国宝）な

どを拝観いただきます。 

 

 

＜二月堂＞ 

「お水取り」の名で知られる修二会（東大寺の僧

侶が全ての人の罪過を悔い改めて国家の安泰と人々

の豊楽を祈る法要）がこのお堂で旧暦の2月に行わ

れたことから、二月堂という呼び名となりました。

建物は平成17年（2005年）12月に国宝に指定されて

います。 

また、大仏殿周辺や奈良市街地、奈良盆地の山々

を一望できることから、美しい夕景が望める場所としても知られています。 

 

19：10 東大寺 発 

  

（東大寺 二月堂） 

（東大寺 三月堂） 

中 止 
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３ 会場等位置関係図                                 

 (１) 各会場の位置関係（広域図） 

 

 

 

  

🄫OpenStreetMap contributors 

JR奈良駅 

近鉄奈良駅 

中 止 
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（２）奈良国立博物館なら仏像館、興福寺国宝館周辺 

 
 

 

 

 

（３）東大寺（二月堂、三月堂）周辺 

 

 

④ 東大寺二月堂  

) 

 

③ 東大寺三月堂 

① 奈良国立博物館 なら仏像館（受付） 

🄫OpenStreetMap contributors 

② 興福寺国宝館 

🄫OpenStreetMap contributors 

中 止 
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中 止 
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Ⅶ 早朝プログラム 
 

７月２８日朝に東大寺大仏殿で行われる年中行事「解除会（けじょえ）」を、参加希望の知事、

関係者に参拝いただく予定です。参加知事には大仏殿の基壇に上がっていただき、法要の一部を

参拝いただいた後に、茅の輪をくぐっていただき、行事にご参加いただきます。今年一年の無病

息災と新型コロナウイルスなどの疫病終息を共にお祈りいただければと思っています。 

 

１ 開催概要                                     

⑹ 日  時 令和４年７月28日（木）７：５０～９：００ 

⑺ 場  所 東大寺 大仏殿 

⑻ 集合場所 東大寺 南大門前 

⑼ 受  付 取材に当たっては、事前申込の上、以下の時間・場所において受付を行

ってください。 

【受付】東大寺大仏殿拝観入口前（P26図参照）７：２０～７：４５ 

・受付の際、名札をお渡しします。名札の着用がなければ会場内に入るこ

とはできません。なお、名札と併せて自社腕章を着用し、身分証明書（記

者証等）を携行してください。 

 

⑽ その他 ・撮影の位置等の指定はありません。解除会体験の様子を撮影してくださ

い。但し、基壇上に上ることはできません。 

・大仏殿内では、フラッシュや照明、三脚を使用した写真・映像の撮影は

できません。 

・一般の入館者もいらっしゃいますので、他の利用者の妨げにならないよ

うご注意の上、取材をお願いします。 

・車で来場される場合は、事前にお申し込みいただき、当日は係員の誘導

に従ってください。（大仏殿前駐車場を利用・別図参照） 

・三脚の使用場所は限定いたしませんが、取材時の混雑状況をふまえ参拝

者の妨げとならないよう充分にご配慮のうえ使用ください。東大寺関係者

が現場で明らかに妨げとなっていると判断した場合は撮影中でも即刻中止

していただきます。 

・芝生を含めた一般参拝経路外の場所での撮影希望については予め担当者

までご相談ください。 

 

２ スケジュール                                   

 

 

 

 

  

7:20 

受 付 

東大寺南大門 

7:50 

解除会体験 

東大寺大仏殿 

9:00 

 

終了 

中 止 
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＜知事一行の予定＞ 

時間 内         容 

７：50 東大寺 大仏殿 着 

８：00 

～８：50 

年中行事「解除会（けじょえ）」開始 

【視察先概要】 

 ＜東大寺大仏殿＞ 

 本尊である盧舎那仏坐像（国宝）を安置しているお堂であ

り、正式名称は「東大寺金堂」（国宝）。 

 大仏殿は、創建から２度にわたって焼失、鎌倉時代と江戸

時代に再建された。現在の大仏殿は、江戸時代に再建された

もので、世界最大級の木造建築物と言われている。 

＜解除会（けじょえ）＞ 

延喜元年（901）三月に東大寺別当律師道義が秋の始めに毎年流行する疫病を防ぐ

ために、奈良の諸大寺に呼びかけて、同年六月二十八日より始められた法会。応仁・

文明の乱以後一時中絶したものの、江戸時代に再興され、今日では毎年七月二十八

日、大仏殿で盧舎那仏（大仏さま）を本尊として勤められています。 

 茅草（ちがや）を束ねて作った直径約2mの茅の輪が大仏さまの前に設けられ、法要

の後は、大仏殿内に設置された茅の輪をくぐっていただけます。 

この年に一度の伝統行事「解除会」が、全国知事会議の日程と重なり、体験いただ

ける貴重な機会となります。また、普段は上れない大仏さまの基壇に登壇（知事の

み）させていただきますので、ぜひご参加ください。 

９：00 東大寺 大仏殿 発 

 ※荒天時には行程が変更になる場合があります。 

 

３ 会場等位置関係図                                 

(１) 各会場の位置関係（広域図） 

 

 

（東大寺 大仏殿） 

中 止 
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🄫OpenStreetMap contributors 中 止 
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Ⅷ セッション 

 

全国知事会議奈良開催では、新たな取り組みとして、今後の知事会での検討や提言に繋げるための、

テーマを絞った深掘りの議論、セッションを行います。各都道府県の知事が３つのテーマに分かれ、有識

者も交えて議論を深めます。また、各セッションの締め括りでは、当日の議論を踏まえた宣言・提言やア

ピールを採択します。 

 

１ 日時：令和４年７月 28日（木）15：15～17：15 

２ 場所：奈良県コンベンションセンター２階  

会議室 201・202、204、205・206 

３ セッションの内容 

セッション 座長県 開催概要 

セッション１ 

 

201･202会議室 

奈良県 「地方自治・地方政治」 

・有識者からの話題提供 

① 地方自治に関する有識者より 

「地方分権改革と都道府県・市町村の関係（仮）」 

② 地方政治に関する有識者より 

「地方政治・民主主義の活性化について（仮）」 

・メンバー間での意見交換 

・総括 

セッション２ 

 

204会議室 

鹿児島県 「脱炭素・地球温暖化対策～一人ひとりの行動変容による脱

炭素型ライフスタイルへの転換～」 

・有識者及びＮＰＯからの話題提供 

・メンバー間での意見交換 

・総括 

セッション３ 

 

205･206会議室 

広島県 「LX ﾛｰｶﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝとﾃﾞｼﾞﾀﾙ田園都市国家構想～地方は挑

戦の場。LX ﾛｰｶﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝが次代の日本を創る～」 

・有識者からの話題提供 

① ポストコロナ時代を見据えた経済活動に関する研究会ゲ

ストスピーカー等 ２名 

② デジタル田園都市国家構想実現会議事務局等１名 

・メンバー間での意見交換 

・総括 
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【会場平面図】奈良県コンベンションセンター２階 各室 
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Ⅸ 記念撮影  

 平城宮大極殿をバックに出席知事が集合しますので、その様子を撮影していただけます。 

 その後各知事には平城宮大極殿を視察いただきますが、密を避けるため、大極殿内での取材は

できません。 

１ 日時：令和４年７月 28日（木）17：30～18:00 

２ 場所：平城宮跡国営公園 第一次大極殿 前庭 

３ 取材バス：取材陣用のバスを運行しますので、取材申込書（別紙１）で「記念撮影（平城宮

跡）」に参加としていただいた方はご利用いただけます。 

    取材バス運行時刻   16:45奈良県コンベンションセンター（天平広場）発  

→17:00平城宮大極殿着 

18:15平城宮大極殿発 

→18:30奈良県コンベンションセンター着 

 

 

🄫OpenStreetMap contributors 

平城宮跡での撮影は中止となりました。 

※記念撮影の取材はできません 

 

 



記入日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

都道府県名

氏名

チェック欄

チェック欄

　会議当日及び会議前6日間に、新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した方との濃厚接触がない。

　※ご記入の上は、各都道府県全国知事会議担当部局にて確認・集約の上、全国知事会及び開催県（奈良県）に

　　ご報告いただくことになっておりますので、ご協力をお願いいたします。

　※ご記入いただいたチェックシートは各都道府県にて保管をお願いいたします。

　※会議中に体調が優れなくなった場合は、すぐにスタッフにお伝えください。

　嗅覚や味覚の異常がない。

　体が重く感じる、疲れやすい等がない。

　その他、以下の事項に該当するものに「✔」をご記入ください。

　同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない。

健康チェックシート

新型コロナウイルス感染拡大防止と、参加される方の健康と安全をお守りするため、

「健康チェックシート」のご記入をお願いいたします。

　　必要に応じて提出を求める場合がございますが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策以外には使用いたしません。

　その他（気になることがあればご記入ください。）

　会議当日及び会議前11日間に、以下の事項に該当するものに「✔」をご記入ください

　平熱を超える発熱がない。

　咳、のどの痛みなどの風邪症状がない。

　直近14日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされている国、地域等への渡航または

　当該在住者との濃厚接触がない。

　だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない。



　▼新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の活用をお願いいたします。

○厚労省ｳｪﾌﾞｻｲﾄ○iPhone ○Android



別紙２

都道府県 担当課 職名 氏名 電話 FAX

全国知事会 調査第三部 参事 藪内 崇司 03-5212-9134 03-5212-9129

1 北海道 総合政策部総務課 企画担当課⾧ 松本 正司 011-206-7693 011-232-3052

2 青森県 企画調整課 主幹 田中 咲子 017-734-9136 017-734-8029

3 岩手県 政策企画部政策企画課 分権推進担当課⾧ 熊谷 正信 019-629-5214 019-629-6229

4 宮城県 企画総務課 課⾧補佐兼企画員（班⾧） 伊藤 隆 022-211-2415 022-211-2499

5 秋田県 企画振興部総合政策課 課⾧ 萩原 尚人 018-860-1210 018-860-3873

6 山形県 企画調整課 課⾧ 黒田 あゆ美 023-630-2166 023-630-2775

7 福島県 総務部政策調査課 課⾧ 橋川 弘明 024-521-7004 024-521-7989

8 茨城県 政策企画部政策調整課 課⾧補佐 土井 敏明 029-301-2030 029-301-2039

9 栃木県 総合政策課 課⾧補佐 平野 尚也 028-623-2209 028-623-2216

10 群馬県 知事戦略部戦略企画課 課⾧ 古仙 孝一 027-226-2296 027-223-4371

11 埼玉県 企画総務課 主幹 栃本 雅慶 048-830-2119 048-830-4710

12 千葉県 総合企画部政策企画課 主幹（兼）広域連携室⾧ 最上 健史 043-223-2207 043-225-4467

13 東京都 政策企画局総務部総務課 広報担当課⾧ 伊藤 真也 03-5388-2115 03-5388-1213

14 神奈川県 広域連携課 課⾧ 川出 尚史 045−210-3154 045-210-8818

15 新潟県 知事政策局 政策企画課 主任 石井 優紀 025-280-5958 025-280-5507

16 富山県 企画調整課 副主幹 林  寿郎 076-444-9608 076-444-8694

17 石川県 企画課 課⾧ 嶋田 一哉 076-225-1310 076-225-1315

18 福井県 未来戦略課 参事 松枝 範恭 0776-95-9906 -

19 山梨県 知事政策局 政策主幹 清水 康邦 055-223-1553 055-223-1776

20 ⾧野県 企画振興部総合政策課 課⾧補佐 森谷 隆一 026-235-7018 026-235-7471

21 岐阜県 清流の国づくり政策課 課⾧補佐兼係⾧ 市川 圭司 058-272-8087 058-272-2562

22 静岡県 知事戦略課 主査 徳田 大助 054-221-3769 054-221-2164

23 愛知県 政策企画局 企画調整部 政策調整課 主査 高芝 和義 052-951-6090 052-954-6900

24 三重県 戦略企画部政策提言・広域連携課 主任 市川 雄大 059-224-2089 059-224-2069

25 滋賀県 企画調整課 室⾧ 野原 成彦 077-528-3315 077-528-4830

26 京都府 政策企画部総合政策室 参事 子川 貴司 075-414-4332 075-414-4389

27 大阪府 地域主権課 総括主査 永綱 陽一 06-6944-9006 06-6944-6619

28 兵庫県 広域調整課 課⾧ 富田 恵一 078-362-4005 078-362-4479

29 奈良県 政策推進課 参事 藤本 和巌 0742ｰ27ｰ8306 0742ｰ22ｰ8012

30 和歌山県 政策審議課 総括審議員 岡本 一宏 073-441-2075 073-431-0462

31 鳥取県 令和新時代創造本部政策戦略監総合統括課 参事 西川 泰介 0857-26-7651 0857-26-8121

32 島根県  政策企画局政策企画監室 政策調整監 村上かおる 0852-22-5903 0852-22-6034

33 岡山県 総合政策局政策推進課 総括参事 松本 綾子 086-226-7085 086-224-5430

34 広島県 経営企画チーム 政策監 西邉 初江 082-513-2411 050-3156-3479

35 山口県 総合企画部政策企画課 主査 池田 淳 083-933-2425 083-933-2088

36 徳島県 政策創造部万博推進課 広域行政担当室⾧ 野上 佳孝 088-621-2133 088-621-2830

37 香川県 政策課 主任 宮崎 友輔 087-832-3122 087-806-0234

38 愛媛県 行革分権課 担当係⾧ 大澤 佳史 089-912-2226 089-912-2238

39 高知県 政策企画課  課⾧チーフ
甫喜本 博貴

山﨑 俊也
088-823-9332 088-823-9267

40 福岡県 企画・地域振興部総合政策課 分権改革推進室 企画主幹 高以来 布義 092-643-3221 092-643-3160

41 佐賀県 政策部 政策調整監 鳥飼 広敬 0952-25-7541 0952-25-7263

42 ⾧崎県 企画部政策調整課 主事 浦田 亜里紗 095-895-2032 095-895-2540

43 熊本県 企画課 政策調整審議員 猪原 英次 096-333-2017 096-382-4066

44 大分県 行政企画課 参事 加来 隆幸 097-506-2480 097-506-1712

45 宮崎県 広域連携推進室 主任主事 本田 哲朗 0985-26-7402 0985-26-7331

46 鹿児島県 総合政策課計画管理室 室⾧補佐 久保 尚子 099-286-2349 099-286-5525

47 沖縄県 企画部企画調整課 主査 ⾧松 小也香 098-866-2026 098-866-2351

令和４年 全国知事会議in奈良 報道対応連絡担当者名簿


