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令和４年７月26日
報道関係者各位

まんが王国・土佐推進協議会
事務局長 吉良 高道

第 31回全国高等学校漫画選手権大会（まんが甲子園）の取材について（追記）

令和４年７月 14 日付け文書において、標記大会の新型コロナウイルス感染症拡大防
止に関する基本方針等をお知らせしていた件に関して、大会の概要や取材の留意事項
を下記のとおり情報提供しますので、ご確認のほどよろしくお願いします。

記
１ 大会の概要について

本選会場見取り図、出張編集部、イベントスケジュール、審査員プロフィール等
については（別紙１－１、別紙１－２）のとおりです。

２ 取材の事前登録について
大会当日の混雑を避けるため、入場予定者の事前登録にご協力ください。
7月 29 日（金）13時までに、（別紙 2）の取材申込書を提出してください。

３ 個別事項
（１）体調管理等について
・会場内では、常時、マスクを着用してください。
・当日 37.5℃以上の熱がある方は、入場することはできません。
・風邪の症状があるなど、大会当日に新型コロナウイルス感染が疑われる症状のあ
る方は、入場することはできません。

・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)のインストールをお願いします。

（２）駐車場について
駐車場は、会場北側にあります。機材等を搬出入するため、会場前のロータリー

に一時的に駐車いただいても結構ですが、シャトルバス等も一時駐車をするため、
搬出入後にはすみやかに移動をお願いします。

（３）受付方法について
受付では、報道関係者用ネームプレートをお渡しします。会場内では各社持参の

腕章等を腕に必ず着用してください。
事前登録されていない場合は、総合案内で（別紙２）取材申込書を記入していた

だきます。
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（４）撮影について
・開会式の撮影場所や、大会事務局として記事にしていただきたいステージイベン
ト等を、（別紙３）取材のポイントにまとめていますのでご参考ください。

・競技ブースには十分なスペースを確保しておりますが、密を避けて譲り合って撮
影していただくなどの配慮をお願いします。

・競技時間中に、選手の様子を撮影していただくことは可能ですが、選手へのイン
タビューは控えてください。なお、引率責任者へのインタビューは可能です。

・閉会式後の共同インタビュー以外で、選手へのインタビューを希望される場合
は、引率責任者と相談のうえ競技終了後にお願いします。

・会場 2階は一般来場者と共用の観覧席です。一部を除き入場制限はありません。
・審査会場は、事務棟２階の研修室１です。撮影は審査開始から 10 分間のみとさせ
ていただきます。

・大会会場及び審査会場以外は、高校生スタッフや審査員等の控室のため入室は控
えてください。

・大会運営に支障があると判断される場合、その場で取材をお断りさせていただき
ますのでご了承ください。

（５）閉会式後の共同インタビューについて
7/31(日) 18:00 頃から、最優秀賞、第２位、第３位の受賞校へのインタビューの

時間を設けます。ステージ付近で場所を案内させていただきます。

（６）審査結果とホームページ掲載について
・大会１日目、第一次競技の結果は、7月 30日(土) 17:10 頃から発表します。
・大会２日目、敗者復活戦の結果は、７月 31 日(日) 10:20 頃から発表します。
・大会２日目、決勝戦の結果は、７月 31 日(日) 17:20 頃から発表します。
・両日の結果は 19:00(敗者復活戦は 11:00)までに、まんが王国・土佐ポータルサイ
トへ掲載し、21:00 までに県政記者クラブ登録機関あてにFAXする予定です。

（７）大会２日間の事務局への問い合わせについて
・会場入口の総合案内にお越しいただいた後、担当者に取次します。
・緊急の場合は 070-2221-0071(大会 2日間のみ)までご連絡ください。

【連絡先】
〒780-8570 高知市丸ノ内一丁目２番20号
まんが王国・土佐推進協議会 まんが甲子園事務局

（高知県文化生活スポーツ部文化国際課まんが王国土佐室内）
担 当：岡松・松本
TEL：088-823-9711 FAX：088-823-9296
Mail：manga-koshien@ken.pref.kochi.lg.jp
ポータルサイト：https://mangaoukoku-tosa.jp/







第 31 回全国高等学校まんが選手権（まんが甲子園）
取材申込書

※事前登録の期限：令和４年７月 29 日（金）13：00 まで

※提出先 FAX：088-823-9296 E-mail：140201@ken.pref.kochi.lg.jp

【お問合せ先】 担当：岡松、松本、吉良 TEL：088-823-9711

高知県高知市丸ノ内 1丁目 2番 20 号（本庁舎 5階）

高知県文化生活スポーツ部 文化国際課内 まんが王国・土佐推進協議会事務局

取材日にチェックを入れてください

□大会１日目 ７月３０日（土） □大会２日目 ７月３１日（日）

①会社名

②担当者氏名

(代表１名)

③担当者連絡先

(代表の携帯電話)

④入場制限エリア

への入場予定者

②で記載した担当者以外で、出場チーム・地元高校生PRブースに入場を予定して

いる全ての方を記入してください。名刺の提出でも結構です。

右に記載した内容

を確認のうえ、相

違がなければチェ

ックしてください。

上記②④の全ての者は、新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃

厚接触者の疑いがなく、以下アからオのチェック項目のいずれにも該当

していません。

また、取材中に体調不良となった場合は速やかに会場を退場し、大

会終了後１週間以内に新型コロナウイルス感染症の陽性者となった場

合は、速やかに大会事務局へ報告します。

ア 平熱を超える発熱がある イ 咳、咽頭痛など風邪の症状がある

ウ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある エ 嗅覚や味覚の異常を感じる

オ 体が重く感じる、疲れやすい

□上記について相違ありません

別紙２



第31回 全国高等学校漫画選手権大会（まんが甲子園）
取材のポイント
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（開会式）選手入場行進

入場制限エリア
受付で専用パスを配付します。
事前登録にご協力ください。

地元高校生
PRブース

まんが甲子園
競技ブース

一般来場者
入口・受付

一般来場者用エリア
(出張編集部、協賛企業ブース等)

■高知ぢばさんセンター 大ホール１階　会場図

大会関係者
マスコミ

入口・受付

■見どころ、ステージイベント

 7/30(土)
　10:00～10:30 開会式
　10:30～ 優秀校表彰(本選出場を10回達成した２校)
　14:00～15:00 ライブドローイング(ゲスト審査員の雪本愁二先生)
　16:10～ 第一次予選審査会@事務棟2階審査会場　※審査開始から10分間まで撮影可
　17:10～ 第一次結果発表、敗者復活戦テーマ発表

 7/31(日)　
　10:20～10:30 敗者復活校発表
　12:00～13:30 大笑いまんが道場
　14:30～15:30 ライブドローイング(ゲスト審査員の藤巻忠俊先生)
　16:10～ 決勝戦審査会@事務棟2階審査会場　※審査開始から10分間まで撮影可
　16:15～ スカウトマン結果発表 
　17:20～ 決勝戦審査結果発表、閉会式
　18:00～ 最優秀賞受賞校等の共同インタビュー

引
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■その他
・大ホール２階は、一般来場者と共用の観覧席です。一部を除き入場制限はありません。
・審査会場は、事務棟２階の研修室１です。撮影は審査開始から10分間とさせていただきます。
・大会会場及び審査会場以外は、高校生スタッフや審査員等の控室のため入室は控えてください。

別紙３

開会式、閉会式ではこの場所
を用意します。先着順です。

総合案内

2階
へ



令和４年７月14日

報道関係者各位

まんが王国・土佐推進協議会

事務局⾧ 吉良 高道

第31回全国高等学校漫画選手権大会（まんが甲子園）の取材について（依頼）

日頃より、まんが王国・土佐の取組にご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

７月30日、31日に、高知ぢばさんセンターで開催する標記大会については、安全・安心な

大会運営を確保するため、高知県高等学校体育大会等に準じて基本方針(新型コロナウイル

ス感染症拡大防止に関する基本方針)を策定しました。

現時点では一般来場も可能とする予定ですが、感染拡大防止の観点から、一般の入場可能

な共通エリアと、高校生と大会関係者のみが入場できる競技エリアに区分する予定です。

一般エリアでは、高校生の様子も会場２階席から眺望できるようにしておりますが、マス

コミ各社の皆さまには、熱戦の様子を取り上げていただき、大会の盛り上げにお力添えをい

ただきたいと考えています。

つきましては、高校生の様子を間近で撮影されるなど、競技エリアへの入場を希望される

場合は、下記のとおり健康チェックシートの記録等についてご協力をお願いします。

記

１ 健康チェックシートの記録等について

・高校生が活動する競技エリアに入場される場合は、基本方針に定める審査員や大会事務局

職員と同様に、大会運営者の扱いとさせていただきますので、別添【様式３】健康チェッ

クシート（大会関係者用）により、体調管理をしていだだくようお願いします。

・期間は、７月15日(金)から大会終了翌日の８月1日(月)まで、大会事務局への提出は不要

ですが、大会終了後の8月8日(月)まで保管をお願いします。

・健康チェックシートは、別添様式をご利用いただくか、高知県文化国際課のホームページ

からダウンロードしてください。基本方針も掲載しています。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/140201/mangakoshien.html

２ 今後について

・大会の概要や取材の留意事項等の情報提供については、7月26日（火）を予定しています。

・随時、まんが王国・土佐ポータルサイト内の「まんが甲子園特設ページ」にて、大会の情

報を更新していきます。（「まんが甲子園」で検索してください）

【連絡先】
〒780-8570 高知市丸ノ内一丁目２番20号
まんが王国・土佐推進協議会 まんが甲子園事務局

（高知県文化生活スポーツ部文化国際課まんが王国土佐室内）
担 当：岡松・松本
TEL：088-823-9711 FAX：088-823-9296
Mail：manga-koshien@ken.pref.kochi.lg.jp
ポータルサイト：https://mangaoukoku-tosa.jp/

参 考



氏名

【チェック項目】

ア.平熱を超える発熱 イ.咳、喉の痛みなど風邪の症状

ウ.だるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難) エ.味覚や嗅覚の異常

エ.味覚や嗅覚の異常 オ.体が重く感じる、疲れやすい

カ.新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触

キ.同居家族や身近な知人で感染が疑われる方がいる

ク.過去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

ケ.カ又はクにおいて濃厚接触ではないが、抗原定性検査が必要な程度の軽微な接触があった

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ
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３ ℃
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５ ℃
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８ ℃
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17 ℃

18 ℃

第31回全国高等学校漫画選手権大会（まんが甲子園）本選大会

健康チェックシート(大会運営者用)

学校名

上記ア～クの各項目に該当する箇所に ☑ 入れる

７/１５(金)

７/１６(土)

７/１７(日)

７/１８(月)

７/１９(火)

７/２０(水)

７/２１(木)

７/２２(金)

７/２３(土)

７/２４(日)

７/２５(月)

７/２６(火)

７/２７(水)

７/２８(木)

大会参加前日まで１４日間

７/２９(金)

(大会１日目)

７/３０(土)

(大会２日目)

７/３１(日)

８/１(月)

この健康チェックシートは、令和4年8月15日(月)まで、各自で保管していただくようお願いします。

また、8月8日(月)までに体調不良等が生じた場合には、お手数ですが事務局までご一報くださいますようお願いします。

No 月 日 体温

【様式３】


