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なぜ長崎で開催されるの？
幕末時代、長崎では、日本の西洋医学教育の始まりである「医学伝習所」が置かれ、いち早く医学教育

が行われました。それを起源とする長崎大学には、国内唯一の熱帯医学研究所があり、感染症研究施設

「バイオセーフティーレベル（BSL）４」の稼働も準備されています。現在も感染症などに関する最先

端の研究が進められ、世界の医療・公衆衛生分野の発展に貢献してきたことが評価されたと考えて

います。

長崎開催の意義は？
本会合の会場は、2021（令和3）年11月1日に開業した長崎市のＭＩＣＥ（コンベンション）施設「出島

メッセ長崎」です。今回の世界的な会議を成功へ導くことは、ＭＩＣＥ都市を目指す長崎の大きな実

績となり、今後の国際会議の誘致にもつながると期待されています。また、各国要人やメディア関係

者が多数長崎を訪れますので、長崎の多彩な魅力を国内外に発信できるだけでなく、被爆地長崎の

核兵器廃絶や世界恒久平和への思いも届けられる絶好の機会となります。

地元での取り組みは？
国内外から来県する皆様をおもてなしの心でお迎えしようと、現在、官民一体となって準備を進めて

います。具体的には、長崎の食材を使用した料理でのおもてなしや、海外プレス向けのツアーも予定

しており、長崎県が持つ多彩な魅力を世界中に発信していきます。

長崎は西洋医学教育の発祥地であり、当時、西洋医学を学ぼうと日本各地から集っ

た若者たちの手には新たな医学の技術が宿るとともに、熱い想いが握られていまし

た。その想いは、医学伝習所を起源とする長崎大学において、最先端の感染症研究

を学ぼうと世界各国から集まってきた若者たちに受け継がれ、さらに未来へと繋げ

ていかなければなりません。何気ない日常の平和も、そして世界の平和も実現してい

くのは一人ひとりの手であり、そうした手のぬくもりや熱い想いをこの長崎から世界

に向けて発信していくという願いを込めています。

キャッチコピー「この手から、この長崎から。」に込めたメッセージデザインモチーフ

長崎保健大臣会合

広報デザインの紹介

令和５年開催のＧ７広島サミットに伴い、
「Ｇ７長崎保健大臣会合」が開催
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Ｇ７長崎保健大臣会合には
誰が参加するの？
「Ｇ７長崎保健大臣会合」に参加するのは、Ｇ７広島サミットと同じ７か国や欧州連合（EU）の保健

担当大臣をはじめ、世界保健機関（WHO）や世界銀行など国際機関の関係者です。7年前の2016年

に神戸市で開催された同会合には、各国やメディアの関係者など約270人が参加しました。

Ｇ７サミットとは、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ（議長国順）の７か国

並びに欧州理事会議長及び欧州委員会委員長が参加し、毎年開催される国際会議です。

各国の首脳が１つのテーブルを囲み、世界経済や地域情勢、様々な地球規模の課題について意見交換を行います。

日本での開催は2023年が7回目。今回は5月19日（金）から21日（日）まで広島で開催され、

長崎では関係閣僚会合の一つである「保健大臣会合」が5月13日（土）・14日（日）の２日間、
本県で初めて出島メッセ長崎で開催されます。 

会合では何をするの？
G7保健大臣会合では、国際社会が直面する保健課題について話し合います。2016年に神戸市で

開催された会合では、誰もがどこでも保健医療を受けられる社会を目指すユニバーサル・ヘルス・カ

バレッジなどがテーマでした。また、2022年にドイツで開催された会合では、世界的に流行した新型

コロナウイルス感染症のパンデミックを克服するための対策を中心に議論されました。今後、厚生

労働省が関係国などと協議し、５月の会合に向けてテーマを決定していく予定です。

カナダ

アメリカ

イギリス

ドイツ

イタリア

フランス

日本

G7参加国

Ｇ７長崎保健大臣会合推進協議会事務局
〒850-8570　長崎県長崎市尾上町3-1   TEL 095-895-2091〈直通〉　FAX 095-827-2487

問い合わせ先

2023年G7広島サミットおよび関係閣僚会合の開催地

原爆ドーム 宮島 大浦天主堂
写真掲載については長崎大司教区の許可をいただいています。

長崎港

○開催地／広島県広島市
○開催日／5月19日（金）～21日（日）

G7広島サミット

G7倉敷労働雇用大臣会合
開催地／岡山県倉敷市
開催日／4月22日（土）・23日（日）

G7仙台科学技術大臣会合
開催地／宮城県仙台市
開催日／５月12日（金）～14日（日）

G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合
開催地／北海道札幌市
開催日／4月15日（土）・16日（日）

G7栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合
開催地／栃木県日光市
開催日／6月24日（土）・25日（日）

G7茨城水戸内務・安全担当大臣会合
開催地／茨城県水戸市
開催日／12月8日（金）～10日（日）

G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合
開催地／群馬県高崎市
開催日／4月29日（土）・30日（日）

G7新潟財務大臣・中央銀行総裁会議
開催地／新潟県新潟市
開催日／5月11日（木）～13日（土）

G7富山・金沢教育大臣会合
開催地／富山県富山市・石川県金沢市
開催日／5月12日（金）～15日（月）

G7長野県軽井沢外務大臣会合
開催地／長野県軽井沢町
開催日／4月16日（日）～18日（火）

G7長崎保健大臣会合
○開催地／長崎県長崎市
○開催日／5月13日（土）・14日（日）

G7宮崎農業大臣会合
開催地／宮崎県宮崎市
開催日／4月22日（土）・23日（日）

G7香川・高松都市大臣会合
開催地／香川県高松市
開催日／7月7日（金）～9日（日）

G7大阪・堺貿易大臣会合
開催地／大阪府堺市
開催日／10月28日（土）・29日（日）

G7三重・伊勢志摩交通大臣会合
開催地／三重県志摩市
開催日／6月16日（金）～18日（日）

Ｇ７司法大臣会合が7月上旬に東京で開催予定

HIROSHIMA NAGASAKI

B1案内パネル 1 2 3 4 5

『G7ながさきアクション』に認定されると？

募集期間=令和4年12月14日（水曜日）から令和5年3月31日（金曜日）まで

◉認定証を交付◉協議会ホームページに掲載
◉会合後に作成する記録紙に掲載◉特徴的な取組はメディアに紹介

応募方法や詳細はこちらのQRコードから！

募集
おもてなしや機運醸成など、

オール長崎の取組で

会合を成功に導き、

世界に長崎をアピールしましょう。

ポスターや
のぼりを
店頭に！

オリジナルメニューによる
G7フェアの開催！

会合に合わせた
清掃活動の開催！

チラシや
ポスターでPR !

歓迎の横断幕を
制作し自社ビルに！

どなたでも応募できますので皆様のご応募お待ちしております！

『G7ながさきアクション』
G7長崎保健大臣会合を応援する自発的な取組
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ていかなければなりません。何気ない日常の平和も、そして世界の平和も実現してい

くのは一人ひとりの手であり、そうした手のぬくもりや熱い想いをこの長崎から世界

に向けて発信していくという願いを込めています。

キャッチコピー「この手から、この長崎から。」に込めたメッセージデザインモチーフ

長崎保健大臣会合

広報デザインの紹介

令和５年開催のＧ７広島サミットに伴い、
「Ｇ７長崎保健大臣会合」が開催
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Ｇ７長崎保健大臣会合には
誰が参加するの？
「Ｇ７長崎保健大臣会合」に参加するのは、Ｇ７広島サミットと同じ７か国や欧州連合（EU）の保健

担当大臣をはじめ、世界保健機関（WHO）や世界銀行など国際機関の関係者です。7年前の2016年

に神戸市で開催された同会合には、各国やメディアの関係者など約270人が参加しました。

Ｇ７サミットとは、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ（議長国順）の７か国

並びに欧州理事会議長及び欧州委員会委員長が参加し、毎年開催される国際会議です。

各国の首脳が１つのテーブルを囲み、世界経済や地域情勢、様々な地球規模の課題について意見交換を行います。

日本での開催は2023年が7回目。今回は5月19日（金）から21日（日）まで広島で開催され、

長崎では関係閣僚会合の一つである「保健大臣会合」が5月13日（土）・14日（日）の２日間、
本県で初めて出島メッセ長崎で開催されます。 

会合では何をするの？
G7保健大臣会合では、国際社会が直面する保健課題について話し合います。2016年に神戸市で

開催された会合では、誰もがどこでも保健医療を受けられる社会を目指すユニバーサル・ヘルス・カ

バレッジなどがテーマでした。また、2022年にドイツで開催された会合では、世界的に流行した新型

コロナウイルス感染症のパンデミックを克服するための対策を中心に議論されました。今後、厚生

労働省が関係国などと協議し、５月の会合に向けてテーマを決定していく予定です。

カナダ

アメリカ

イギリス

ドイツ

イタリア

フランス

日本

G7参加国

Ｇ７長崎保健大臣会合推進協議会事務局
〒850-8570　長崎県長崎市尾上町3-1   TEL 095-895-2091〈直通〉　FAX 095-827-2487

問い合わせ先

2023年G7広島サミットおよび関係閣僚会合の開催地

原爆ドーム 宮島 大浦天主堂
写真掲載については長崎大司教区の許可をいただいています。

長崎港

○開催地／広島県広島市
○開催日／5月19日（金）～21日（日）

G7広島サミット

G7倉敷労働雇用大臣会合
開催地／岡山県倉敷市
開催日／4月22日（土）・23日（日）

G7仙台科学技術大臣会合
開催地／宮城県仙台市
開催日／５月12日（金）～14日（日）

G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合
開催地／北海道札幌市
開催日／4月15日（土）・16日（日）

G7栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合
開催地／栃木県日光市
開催日／6月24日（土）・25日（日）

G7茨城水戸内務・安全担当大臣会合
開催地／茨城県水戸市
開催日／12月8日（金）～10日（日）

G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合
開催地／群馬県高崎市
開催日／4月29日（土）・30日（日）

G7新潟財務大臣・中央銀行総裁会議
開催地／新潟県新潟市
開催日／5月11日（木）～13日（土）

G7富山・金沢教育大臣会合
開催地／富山県富山市・石川県金沢市
開催日／5月12日（金）～15日（月）

G7長野県軽井沢外務大臣会合
開催地／長野県軽井沢町
開催日／4月16日（日）～18日（火）

G7長崎保健大臣会合
○開催地／長崎県長崎市
○開催日／5月13日（土）・14日（日）

G7宮崎農業大臣会合
開催地／宮崎県宮崎市
開催日／4月22日（土）・23日（日）

G7香川・高松都市大臣会合
開催地／香川県高松市
開催日／7月7日（金）～9日（日）

G7大阪・堺貿易大臣会合
開催地／大阪府堺市
開催日／10月28日（土）・29日（日）

G7三重・伊勢志摩交通大臣会合
開催地／三重県志摩市
開催日／6月16日（金）～18日（日）

Ｇ７司法大臣会合が7月上旬に東京で開催予定

HIROSHIMA NAGASAKI
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『G7ながさきアクション』に認定されると？

募集期間=令和4年12月14日（水曜日）から令和5年3月31日（金曜日）まで

◉認定証を交付◉協議会ホームページに掲載
◉会合後に作成する記録紙に掲載◉特徴的な取組はメディアに紹介

応募方法や詳細はこちらのQRコードから！

募集
おもてなしや機運醸成など、

オール長崎の取組で

会合を成功に導き、

世界に長崎をアピールしましょう。

ポスターや
のぼりを
店頭に！

オリジナルメニューによる
G7フェアの開催！

会合に合わせた
清掃活動の開催！

チラシや
ポスターでPR !

歓迎の横断幕を
制作し自社ビルに！

どなたでも応募できますので皆様のご応募お待ちしております！

『G7ながさきアクション』
G7長崎保健大臣会合を応援する自発的な取組
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