
報道資料                             平成29年１月12日 

                                           奈良市観光経済部リニア推進課 

 電話：0742-34-5607 

（内線 2916） 

 

「リニア奈良駅を考えるシンポジウム」等の同時開催及び奈良県知事等への要望について 

 

奈良市内へのリニア中間駅誘致に向けた機運の高揚及び市の内外に向けた奈良市リニア誘致活動の

ＰＲのため「リニア奈良駅を考えるシンポジウム」を開催します。また、その前に「平成 28 年度リニ

ア中央新幹線奈良駅設置推進会議」を同時開催し、決議等を採択の上シンポジウムで公開し、後日奈良

県知事や奈良県議会、国、ＪＲ東海等に対し要望活動を実施します。 

 

１．「平成 28年度リニア中央新幹線奈良駅設置推進会議」及び「リニア奈良駅を考えるシンポジウム」 

(1)開催日・場所  

平成29年１月20日（金）ホテル日航奈良  

(2) 内容      

■平成28年度リニア中央新幹線奈良駅設置推進会議 (13時00分～13時45分) 

①活動報告 ②決議の採択等 

・一般傍聴 10名（先着順）※会議当日の 12時 30分から 12時 45分の間に開催場所で要申込。 

・出席者   推進会議会員および顧問、斉藤雪乃（司会）、一般傍聴人、事務局 

 

■リニア奈良駅を考えるシンポジウム  (14時 00分～16時 30分) 事前申し込み制 

①基調講演「リニアがもたらす奈良市の未来」 

市川宏雄 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科長・教授 

②パネルディスカッション 

パネリスト：市川宏雄、花山院弘匡（春日大社宮司）、斉藤雪乃（タレント）、仲川げん市長 

③決議の公開 

 

２．決議に関する奈良県知事及び奈良県議会への要望について 

(1) 日時      平成29年２月１日（水）13時00分～ 

(2) 要望先・場所  ①奈良県知事 荒井 正吾 様（奈良県庁５階 知事室） 

          ②奈良県議会 建設委員会委員長 乾 浩之 様（議会棟２階 理事者控室） 

(3) 要望者       仲川げん奈良市長（リニア中央新幹線奈良駅設置推進会議会長） 

          乾昌弘 公益社団法人奈良市観光協会会長（同会議副会長） 

          谷口宗男 奈良商工会議所副会頭（同会議副会長） 

           

３．取材について 

※取材を希望される場合は、期限までに別紙「報告様式」にてリニア推進課へご連絡ください。 

①シンポジウム及び推進会議 平成29年１月19日（木）正午まで 

②奈良県知事及び奈良県議会への要望 平成29年1月31日（火）16時まで  

 



リニア中央新幹線奈良駅設置推進会議規約 

 

（名 称） 

第１条 本会は、リニア中央新幹線奈良駅設置推進会議（以下「推進会議」という。）と 

称する。 

（目 的） 

第２条 推進会議は、リニア中央新幹線新駅の奈良市内への設置実現に向け、より多く 

の市民の意識が高まるよう、できるだけ多くの関係機関・団体が連携して積極的に活動

を推進することを目的とする。 

（活動内容） 

第３条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１） リニア中間駅の設置実現に関する広報・啓発 

（２） リニア中間駅の設置実現に向けた社会的機運の醸成 

（３） その他、前条の目的を達成するための活動 

（会 員） 

第４条 推進会議は、設置の趣旨に賛同する組織、団体及びその他法人等（別表１）を会 

員とする。 

２ 前項にかかわらず、第２条の目的に賛同する団体等は、申請に基づき会員となること

ができる。 

（役 員） 

第５条 推進会議に次に掲げる役員を置く。 

（１）会長 １名 

（２）副会長 必要に応じ数名 

２ 会長は、会員の互選により決定する。 

３ 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。 

４ 会長に事故あるときは、副会長若しくは事務局がその職務を代行する。 

（顧問） 

第６条 推進会議は、顧問を置くことができる。 

（事務局） 

第７条 推進会議の事務局は、奈良市観光経済部リニア推進課内に置くものとする。 

（その他） 

第８条 この規約に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 附 則 

（施行期日） 

 １ この規約は、平成 25年５月 25日から施行する。 

（施行期日） 

 １ この規約は、平成 26年８月６日から施行する。 



【顧問】

№ 役職 氏名（50音順）

1 奈良県議会議員  猪奥　美里

2 奈良県議会議員  池田　慎久

3 奈良県議会議員  大国　正博

4 奈良県議会議員  荻田　義雄

5 奈良県議会議員  新谷　綋一

6 奈良県議会議員  田尻　　匠

7 奈良県議会議員  出口　武男

8 奈良県議会議員  中川　　崇

9 奈良県議会議員  山中　益敏

10 奈良市議会議長 浅川　　仁

11 奈良市議会副議長 植村　佳史

12 奈良市議会観光文教委員会委員長 横井　雄一

13 奈良市議会議員 北　　良晃

14 奈良市議会議員 階戸　幸一

15 奈良市議会議員 土田　敏朗

16 奈良市議会議員 東久保　耕也

17 奈良市議会議員 藤田　幸代

【会員】

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

リニア中央新幹線奈良駅設置推進会議名簿

一般財団法人　春日若宮おん祭保存会

春日大社　

団体名（50音順）

唐招提寺

元興寺　

興福寺　

西大寺

大安寺

薪御能保存会

薬師寺

奈良市

一般社団法人　奈良市商店街振興会

奈良商工会議所

奈良商工会議所青年部

一般社団法人　奈良青年会議所

奈良大文字保存会

株式会社　まちづくり奈良

一般社団法人　奈良経済産業協会青年経営者部会

奈良県旅館・ホテル生活衛生同業組合奈良支部

公益社団法人　奈良市観光協会

奈良市自治連合会

東大寺

奈良観光物産協会

奈良観光物産製造卸組合







送信用紙不要                    別紙「報告様式」 

 

奈良市観光経済部リニア推進課 宛（FAX:0742‐35‐6822） 

 

「平成 28 年度リニア中央新幹線奈良駅設置推進会議」「リニア奈良駅を考えるシンポジ

ウム」「奈良県知事・奈良県議会要望」への取材について 

 

取材希望の日程に  をご記入ください。 

記入欄 取材案件 日時 集合場所 

 「リニア中央新幹線奈良駅設置推進会議」 平成 29年 1月 20日（金） 

13時～13時 45分 

ホテル日航奈良 

5階「天空」 

 「リニア奈良駅を考えるシンポジウム」 平成 29年 1月 20日（金） 

14時～16時 30分 

ホテル日航奈良 

4階「飛天」 

 シンポジウム終了後 記者会見 平成 29年 1月 20日（金） 

16時 35分～16時 45分 

ホテル日航奈良 

4階「飛天」（予定） 

 奈良県知事・奈良県議会への要望 平成 29年 2月 1日（水） 

① 13時～     知事要望頭撮り 

② 13時 20分頃～ 県議会要望頭撮り 

③ 13時 35分頃～ 取材  

※上記内容については当日変更の可能

性あり 

奈良県庁 1階  

玄関ホール受付付近 

 

報道機関名・連絡先 氏  名 

報道機関名 
 

 

 

連絡先（電話番号等） 
 

 

機材の取扱者も含め、取材に来られる全ての方をご記入ください。 

    

【回答期限】「推進会議」「シンポジウム」…１月 19 日（木）正午迄 

 「知事・県議会要望」…１月 31日（火）16 時迄 

当日連絡先 070－1350－9014 （奈良市観光経済部リニア推進課） 
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