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令和５年１月24日

Ｇ７外務大臣会合長野県推進協議会



Ｇ７長野県軽井沢外務大臣会合の概要

１ 開催日程 令和５年（2023年）４月16日（日）～18日（火）

２ 開催地
長野県軽井沢町
外務大臣会合会議場：軽井沢プリンスホテル
国際メディアセンター：風越公園総合体育館

３ 参加予定国・機関
日本（Ｇ７議長国）、フランス、米国、英国、ドイツ、イタリア、カナダ、欧州連合（ＥＵ）

参考：2023年首脳会議及び関係閣僚会合の開催地及び日程

長野県軽井沢
外務大臣会合
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会 合 開 催 地 開催日程

気候・エネルギー・環境大臣会合 札幌市 4/15～4/16

外務大臣会合 長野県・軽井沢町 4/16～4/18

労働雇用大臣会合 岡山県・倉敷市 4/22～4/23

農業大臣会合 宮崎県・宮崎市 4/22～4/23

デジタル・技術大臣会合 群馬県・高崎市 4/29～4/30

財務大臣・中央銀行総裁会議 新潟県・新潟市 5/11～5/13

科学技術大臣会合 仙台市 5/12～5/14

教育大臣会合 富山県・石川県（共催） 5/12～5/15

保健大臣会合 長崎県・長崎市 5/13～5/14

首脳会議 広島県・広島市 5/19～5/21

交通大臣会合 三重県・志摩市 6/16～6/18

男女共同参画・女性活躍担当大臣会合 栃木県・日光市 6/24～6/25

都市大臣会合 香川県・高松市 7/7～7/9

貿易大臣会合 大阪府 7/28～7/29

内務・安全担当大臣会合 茨城県・水戸市 12/8～12/10



令和４年８月30日 長野県軽井沢町での外務大臣会合の開催を発表（国）

９月12日 長野県企画振興部内に「Ｇ７外務大臣会合準備室」を設置（県）

９月16日 県庁にＧ７外務大臣会合長野県推進本部を設置（県）

９月21日 外務省Ｇ７広島サミット事務局による初めての現地視察

９月22日 会合開催日程を令和５年４月16日(日)～18日(火)と発表（国）

10月11日 県警に「サミット対策課」を設置（県）

10月18日 Ｇ７外務大臣会合長野県推進協議会を設立（県）

10月21日 Ｇ７外相会合軽井沢推進町民会議を設立（町）

12月21日 Ｇ７広島サミットロゴマークを発表（国）

令和５年１月４日 会合開催会場を公表（国）
会合会議場：軽井沢プリンスホテル
国際メディアセンター：風越公園総合体育館

１月６日 開催100日前記念イベントを軽井沢駅で実施（県、町）

これまでの主な経過
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（推進協議会設立総会）

（Ｇ７広島サミットロゴ）



○会合の成功に向けた最大限の支援・協力を行うとともに、会合行事などを通じて賓客を温かく迎えおもてなしする。

○本県の魅力や強みを国内外に向けて発信する。また、次世代等が世界を感じ、平和等について考える機会を作る。

基本的考え方

１ 会合の開催支援 会合の安心・安全な開催のため、最大限の支援・協力を行う

２ 歓迎・おもてなし
（１）環境づくりと歓迎

豊かな自然の中で率直な議論ができる落ち着いた環境を整えるとともに、会合出席者に歓迎の意を表するため、
軽井沢町内等において歓迎装飾を行う

（２）県産品等によるおもてなし
各国外相や政府関係者等に対して、県産食材を使用した料理の提供や伝統工芸品等の文化の紹介を通じておもて

なしの心を伝える。

３ 魅力発信
（１）会合参加者等への本県の魅力等の提供

会合参加者や在京大使館に県産食材を使用した料理や伝統工芸品等でのおもてなしを行うことで、本県の自然・
文化・食などの魅力を発信する。

（２）広報・啓発物品の作製、広報活動事業
開催機運の醸成や会合を契機とした情報発信のため、ポスターやリーフレット、ガイドブック等の広報啓発物品

を作成・活用し、メディアセンターや県内外のイベント等においてＰＲを行う。
会合に関する情報とともに、本県の魅力や強みを国内外に発信するため、ウェブサイトを開設し、国や他の閣僚

会合開催地等と連携して広く周知を図る。

４ 未来につなぐ 県内の高校生等を対象に国際貢献等をテーマとしたワークショップの実施

５ その他
会合開催の意義を高めるため、推進協議会を構成する各団体等が、その構成団体等に対し、関連する取組の実施に

ついて呼びかけを行う。

事業計画（Ｇ７外務大臣会合長野県推進協議会設立総会決定）
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９月 10月 11月 12月 １月

会合の開催支援

歓迎・おもてなし

魅力発信

未来につなぐ

推進協議会

【これまでの取組】

国・県警・軽井沢町等関係機関との連携・調整

贈呈品の選定

国に長野県の食材、日本酒・ワイン、工芸品等の活用を提案

歓迎バナー
デザイン選定

100日前記念
イベント

高校生ワーク
ショップ

暫定ウェブサイト
先行公開

歓迎バナー作成

国・軽井沢町等関係機関と調整

設立総会
補正予算
書面表決

第２回総会

Ｇ７外務大臣会合長野県推進協議会の取組
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県Ｇ７準備
室を設置



１月 ２月 ３月 ４月 ～８月頃

会合の開催支援

歓迎・おもてなし

魅力発信

未来につなぐ

推進協議会

国・県警・軽井沢町等関係機関との連携・調整

信州の食材、日本酒・ワイン、工芸品等の活用調整

高校生
ワークショップ

ウェブサイト本公開

歓迎装飾

ポスター掲示

暫定ウェブサ
イト先行公開

在京大使館
県内視察

ドイツ大使
県内視察 県情報発信

コーナー

メディアセンター
へのブース設置
等による情報発
信

県産食材、ワイン
等の活用

政府関係者や
メディアへの食材
等のＰＲ

外務大臣会合

４月16日～18日

海外メディア
県内取材

補正予算
書面表決
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清算・記録作成

【今後の取組予定】

Ｇ７大使館
夕食会



贈呈品の選定

会合の場で長野県の食材を使用した料理や日本酒・ワイン等が提供されるよう、県産食材等の
リストを外務省に提供するととともに、伝統的工芸品や県産花き等の会場装飾での活用を提案
してきた。
引き続き、長野県をＰＲできるよう外務省に働きかけを行っていく。

（イメージ写真）

県産食材等の提供

国と県から各国大臣に贈呈する記念品を、長野県の伝統的工芸品の
中から選定されるよう外務省と調整

➢ 県からの贈呈品に「信州組子細工の壁掛け時計」を選定

長野県の食材等をＰＲするため、料理等での活用を外務省等と調整

➢ 信州プレミアム牛肉や信州サーモンなどの「おいしい信州ふーど」を使用した料理
やＧＩ認定ワイン等が会合において提供されるようリストを提出し調整

➢ 県内各地の工芸品や歴史文化が感じられる品、県産花き等による会場装飾の提案

歓迎装飾

Ｇ７外相会合軽井沢町推進町民会議と共同で、歓迎バナーを作製

➢ 会合開催１か月前を目途に軽井沢駅前や軽井沢駅自由通路等において装飾を行う
予定

歓迎・おもてなし
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（歓迎バナー例）



ウェブサイト

開催機運醸成のため、ウェブサイトの開設やポスター等の作製に取り組むとともに、１月６日に
は軽井沢駅において「開催100日前記念イベント」を実施した。
今後は、会合参加者やメディアに向けて、食や文化など長野県の魅力をPRしていく。

ポスター

協議会のホームページを開設し、会合に係る情報等を発信

➢ 12月21日に暫定版ホームページを公開
➢ 今後、内容を充実させて、２月１日に本公開予定

ＵＲＬ：https://www.g7nagano2023.jp/

Ｇ７外相会合軽井沢町推進町民会議と共同でＰＲポスターを作成

➢ テーマ「自然豊かな軽井沢で過ごす、素晴らしい春のひととき」
➢ 今後、県内各所でポスター掲示により機運醸成

100日前記念イベント

１月６日に軽井沢駅において開催（協力：ＪＲ東日本長野支社様）

➢ 来賓に外務省北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長の臨席
➢ カウントダウンボードの除幕（ＪＲ軽井沢駅改札内）
➢ Ｇ７外相会合軽井沢町推進町民会議による「おもてなし宣言」
➢ 軽井沢中学校美術部が作成した歓迎横断幕のお披露目

（暫定ホームページトップ画面）

（ポスター）

（カウントダウンボードの除幕）

魅力発信
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情報発信スペース

国際メディアセンター内に情報発信スペースを設置し、観光や産業、文化等長野県の魅力や強み

を発信するとともに、県産ワインや日本酒、菓子類など飲食物の提供等によるおもてなしを行う。

場所
➢ 国際メディアセンター内広報スペース（軽井沢風越公園総合体育館内）

主な内容
➢ 飲食提供

・県産ワイン、日本酒、その他飲料の試飲
・おやきなどの郷土食や菓子類の提供

➢ 伝統的工芸品体験
・水引細工等の体験

➢ 情報発信
・長野県の伝統的工芸品の展示や観光、産業、文化等の情報の発信

（風越公園総合体育館）

魅力発信
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（情報発信スペースイメージ）



➢ 参加者：県内の高校２年生 ９校 ３５名 全３回のワークショップ
➢ 外部講師２名（外務省Ｇ７サミット担当職員、国際NGO職員）を招いた講演を実施
➢ 駐日ドイツ大使をお迎えし、軽井沢で高校生と交流
➢ 高校生達の声はWEBで公開し、外相会合に参加する各国代表団やメディアに紹介

（WEBへ誘導するQRコード付きポストカード配布）

開催日：１回目 １月１２日（木）16:00～17:30 オンライン（参加者同士の顔合わせ、チームで交流）
２回目 １月１８日（水）16:00～18:00 オンライン（ゲスト講師２名による講演）
３回目 ２月１０日（金）10:00～16:00 対面（チームディスカッション・発表、独大使と交流）

Ｇ７外務大臣会合の開催を契機に、県内の高校生が外務省や大使館等との交流を通じて、将来的

に世界で活躍する人材を育成することを目的として、ＳＤＧｓを達成するために長野からできる

アクションを考えるワークショップを開催する。

未来につなぐ
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高校生ワークショップ

（第１回目ワークショップの様子）



科目 当初予算 補正予算 現計予算

会合の開催支援 273 6,173 6,446

歓迎・おもてなし 0 9,218 9,218

魅力発信 11,621 10,203 21,824

未来につなぐ 2,197 0 2,197

合計 14,091 25,594 39,685

科目 当初予算 補正予算 現計予算

県負担金 14,091 25,594 39,685

合計 14,091 25,594 39,685

２ 支出の部

１ 収入の部

（参考）Ｇ７外務大臣会合長野県推進協議会予算
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（注）補正予算は、令和４年12月に書面評決


