
Ｇ７長崎保健大臣会合推進協議会 第１回総会 次第

日時：令和４年11月11日（金）設立総会後

場所：長崎県庁１階 大会議室Ｂ、Ｃ

１ 開  会

２ 挨  拶

   厚生労働省大臣官房 国際企画・戦略官 小澤 時男

３ 議  事

  第１号議案 Ｇ７長崎保健大臣会合推進協議会事業計画（案）について

第２号議案 Ｇ７長崎保健大臣会合推進協議会収支予算（案）について

４ 閉  会



• Ｇ７保健大臣会合は、Ｇ７サミット※に関連して開催される閣僚会合で、保健分野の課題について、
Ｇ７の閣僚間で議論を行うもの。

• 保健大臣会合には、Ｇ７・ＥＵ以外では、世界保健機関、世界銀行といった国際機関も参加する。

Ｇ７保健大臣会合について

Ｇ７保健大臣会合

参考① 2016年 Ｇ７神戸保健大臣会合 各国の参加者

日本 塩崎厚生労働大臣
フランス トゥーレーヌ社会問題・保健大臣
アメリカ コルカー地球規模課題次官補
イギリス ブラックウッド公衆衛生・技術革新担当政務次官
ドイツ グレーエ連邦保健大臣
イタリア デ・フィリッポ保健副大臣
カナダ フィルポット保健大臣
ＥＵ アンドリュカイティス欧州委員（保健衛生・食品安全担当）

ラオス シーハーヴォン保健大臣
ミャンマー トゥエ連邦保健・スポーツ大臣
シンガポール タン社会・家庭振興大臣
タイ ピヤサコン保健大臣

※枠内はアウトリーチ招待国

※Ｇ７サミット（主要国首脳会議）とは、仏、米、英、独、日、伊、加（議長国順）の７カ国並びに欧州理事会議長及び欧州委員会
委員長が参加して、毎年開催される国際会議。

参考③ 2022年 Ｇ７ドイツ保健大臣会合 主なテーマ

・2022年のCOVID-19パンデミックを克服するために
～新たな変異株とさらなる流行への備え～

・ 薬剤耐性という「サイレント・パンデミック」に立ち向かうために
・ 気候変動に強く、持続可能で、気候変動に中立な保健システム

参考② 2016年 Ｇ７神戸保健大臣会合 各機関等の参加者

経済協力開発機構 スカルペッタ雇用労働社会問題局長
国連人道問題調整事務所 渡部神戸事務所長
世界銀行 エヴァンズ保健・栄養・人口担当上級局長
ＷＨＯ（世界保健機関） チャン事務局長
ＷＨＯ西太平洋地域事務局 シン事務局長
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 近藤理事長
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団 ラマクリシュナン アドボカシー・広報部長
ウェルカム財団 ファーラー所長

厚生労働省
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Ｇ７長崎保健大臣会合推進協議会 事業計画（案）

本協議会においては、来年５月に開催される「Ｇ７長崎保健大臣会合」の開催支援、  

開催に向けた県民・市民の歓迎機運の醸成、長崎の多彩な魅力や、核兵器廃絶と世界恒久

平和の発信などについて、「オール長崎」の体制で取組を進めていく。

１ 主な事業内容

（１）開催支援

国や関係機関と連携し、会合を安全安心かつ円滑に開催できるよう、会合の運営

を側面から支援する。

・大会ポスター等による会場装飾、整備

・会場における案内デスク等の設置、運営

・交通規制等の情報周知

・プレス移動支援 など

（２）歓迎機運の醸成

関係各国から来県される関係者やメディアの方々をおもてなしの心でお迎えす

るとともに、県民・市民をはじめ、オール長崎で会合の開催を盛り上げる。

・ホームページ等開設運営

・地元歓迎レセプション等の歓迎行事実施

・応援事業の募集、実施

・講演会等の事前イベントによる機運醸成 など

（３）地域情報発信

Ｇ７長崎保健大臣会合の開催を契機として、長崎の多彩な魅力や核兵器廃絶と

平和への想いを世界に向けて発信する。

・プレスツアーの実施

・メディアセンター等における長崎の魅力や平和に関する展示の実施

・歓迎レセプション等における地元食材及び地元産品等の活用

・Web・SNS等を活用した情報発信 など

２ 協議会の開催予定について

３回程度

３ 事業の方向性について

資料１「Ｇ７長崎保健大臣会合推進協議会 事業の方向性について（案）」のとおり

４ 今後の取組スケジュール

資料２「Ｇ７長崎保健大臣会合に向けた今後のスケジュール概要（案）」のとおり

第１号議案



Ｇ７長崎保健大臣会合推進協議会　事業の方向性について（案）

会合を円滑に
運営するため
の支援

オール長崎で
の歓迎機運の
醸成

１. 開催支援

２. 歓迎・
機運醸成

３. 地域情報
発信

G7長崎保健
大臣会合

安全安心な
会議の実現

医療・公衆衛生分野
の発展への更なる貢献

核兵器廃絶と
世界恒久平和への訴求

長崎の魅力の認知向上
と未来の会合に向けて
の経験の蓄積

取 組 目指す将来像目 的 成 果

長崎の多彩な
魅力や平和の
発信

成功

→ 新たな国際会議等の
誘致など

医療・公衆衛生分野
の国際的な発展

核兵器のない
平和な世界の実現

交流人口の拡大と
経済の活性化

資料１
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9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

  ●Ｇ７保健大臣会合開催地決定（9／16）    ●首脳会合（5／19～21）（広島市）
  ★Ｇ７⾧崎保健大臣会合（5／13～14）

○Ｇ７専任事務局設置（10/1）
 ○協議会設立総会及び第１回総会（11／11） ○協議会総会（第２回） ○協議会総会（第3回）

（事業報告等）

①会場装飾、整備

②会場内案内デスク等の設置、運営

③交通規制等の情報周知

④プレス移動支援

⑤会合関係機関との調整、協議会運営

（厚労省、県警本部、会場、宿泊施設 等）

①ホームページ等開設運営

②地元歓迎レセプション等の歓迎行事実施

③応援事業の募集、実施

④講演会等の事前イベントによる機運醸成

⑤屋内外広報の実施

①プレスツアーの実施

②メディアセンター等における

 ⾧崎の魅力や平和に関する展示

③歓迎レセプション等における

 地元食材及び地元産品等の活用

④Web、SNS等を活用した⾧崎の

 情報発信

２．歓迎・

  機運醸成

３．地域情報

  発信

令和５年（2023年）令和４年（2022年）
区分

１．開催支援

Ｇ７⾧崎保健大臣会合に向けた今後のスケジュール概要（案）

主な日程

会場装飾等の企画及び関係機関協議、委託、調整

関係機関との連絡調整、協議会運営

県民・市民に対するホームページ・ＳＮＳ等による広報（規制等の周知を含む）

地元歓迎レセプション・地元主催エクスカーション等の企画及び関係者協議

県民、関係機関と連携した応援事業の募集及び実施

海外プレスツアーの実施

⾧崎の魅力や広島との連携による平和に関する展示等の企画

50日前100日前

魅力ＰＲ展示等の企画及び実施

100日前イベントの開催

資料２

会場内機能（地元担当部分）の企画及び関係機関協議、委託、調整

関係機関協議、周辺地域への周知

関係機関協議、委託、調整

屋内外広報の実施（規制等の周知を含む）

Ｗｅｂ・ＳＮＳ等を活用した⾧崎の情報発信

地元食材等の提案
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★プレスツアーの実施

★特設ページの開設

★100日前イベントの実施

★応援事業の募集開始
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Ｇ７長崎保健大臣会合推進協議会

収支予算（案）

１ 収入の部

（単位：千円）

科目 予算額 備考

負担金 ７５，０００ 県・市負担額

諸収入 その他の収入等

合計 ７５，０００

２ 支出の部

（単位：千円）

科目 予算額 備考

事業費 ６６，０００
開催支援、歓迎機運醸成、

地域情報発信

事務局費 ９，０００ 事務局運営

合計 ７５，０００

第 2号議案
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Ｇ７長崎保健大臣会合推進協議会

収支予算（案）内訳

収入                                （単位：千円）

科目 項目 予算額

負担金
県負担金 ３７，５００

市負担金 ３７，５００

諸収入 その他の収入

合計 ７５，０００

支出                                （単位：千円）

科目 項目 主な取組 予算額

事業費

開催支援

・大会ポスター等による会場装飾、整備

・会場における案内デスク等の設置、運営

・交通規制等の情報周知

・プレス移動支援

                等

８，０００

歓迎・機運醸成

・ホームページ等開設運営

・地元歓迎レセプション等の歓迎行事

実施

・応援事業の募集、実施

・講演会等の事前イベントによる機運

醸成

等

３８，０００

地域情報発信

・プレスツアーの実施

・メディアセンター等における長崎の

魅力や平和に関する展示の実施

・歓迎レセプション等における地元食材

及び地元産品等の活用

・Web・SNS、メディアや各種イベント等

を活用した情報発信

等

２０，０００

事務局費 事務費

・旅費

・通訳及び翻訳関連費

・報告書作成経費

               等

９，０００

合計 ７５，０００


