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会合開催により“G７関係閣僚会合開催地”という新た
な歴史が加わりました。
　北海道・洞爺湖サミットが行われた2008年より民間
を中心にサミット誘致の動きがあり、今回、その甲斐も
あって伊勢志摩サミットの関係閣僚会合である交通大
臣会合が開催されたことは、リゾート会議都市を目指
す当町にとって、その大きな目標に向けた第一歩と
なったと考えております。
　終わりに、会合開催を応援していただいたすべての
皆様にあらためて感謝申し上げるとともに、当町での
開催を支援していただいた国土交通省のご尽力に対し、
心から敬意と感謝を申し上げます。

系に恵まれた環境、130年の歴史を数える避暑地・別荘
地であること、さらに心身の元気を回復し創造力を掻
き立てる標高1,000mの高原気候、スポーツなど国際
イベント開催の経験を踏まえると、この度のような国
際的な会議の開催には適していると考えており、また、
アフター会議として観光、芸術・文化、スポーツ、グル
メ、ショッピングなど様々なアクティビティーが充実し
ている高原保養都市であることから、顧客満足度の高
い“国際リゾート会議都市”になるための条件は整って
いると確信しております。
　軽井沢は今後さらに高度な目標に向かい地盤を強化
し、多様なニーズに応えられるよう計画を進めてまい
ります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申し上げます。

2016年サミット交通大臣会合推進軽井沢町町民会議　会長
軽井沢リゾート会議都市推進協議会　会長
土屋　芳春

G7交通大臣会合長野県推進協議会　副会長
2016年サミット交通大臣会合推進軽井沢町町民会議　顧問
軽井沢町長　
藤巻　進
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日程
平成28年9月23日（金）～ 9月25（日）

主会場
軽井沢プリンスホテルウエスト

参加国
日本（平成28年議長国）、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、アメリカ、EU

【日本】
石井・啓一
国土交通大臣

【カナダ】
マーク・ガルノー
運輸大臣

【フランス】
フランソワ・・・ ・
プーパール
環境・エネルギー・海洋省　
インフラ交通海洋総局長

【ドイツ】
アレクサンダー・・
ドブリント
交通デジタルインフラ大臣

【イタリア】
グラツィアーノ・・
デルリオ
インフラ運輸大臣

【イギリス】
クリス・グレイリング
運輸大臣

【アメリカ】
アンソニー・・
フォックス
運輸長官

【ＥＵ】
ヴィオレタ・ブルツ
欧州委員会・委員（運輸担当）

出席者



G7長野県・軽井沢交通大臣会合［会合の概要］

スケジュール

自動車及び道路に関する	 	 	 	 	 	 	
最新技術の開発・普及

交通インフラ整備と		 	 	 	 	 	 	 	
老朽化への対応のための基本的戦略

テーマ

９月 23 日（金） ９月 24 日（土） ９月 25 日（日）

ＡＭ

8:30 ～ 8:50
　オープニングセッション
9:10 ～ 9:30
　フォトセッション／記念植樹
10:00 ～ 11:30
　自動運転に関する官民セッション
（移動）自動運転車・次世代自動車
　デモンストレーション

8:30 ～ 12:30
　バイ会談
　　日加バイ会談
　　日英バイ会談
　　日独バイ会談

ＰＭ

16:30 ～ 18:15
　バイ会談
　　日伊バイ（二国間）会談
　　日ＥＵバイ会談
　　日米バイ会談
17:00 ～ 18:30
　イタリア政府エクスカーション
19:15 ～ 21:15
　歓迎夕食会（国・地元共催）

12:00 ～ 13:00
国土交通大臣主催　昼食会
（移動）ETC2.0 デモンストレーション
13:30 ～ 15:00
　・セッション１「交通インフラ整備と老
朽化への対応のための基本的戦略」

15:45 ～ 17:15
　・セッション２「自動車及び道路に関す
る最新技術の開発・普及」

18:30 ～ 19:00
　議長記者会見
19:30 ～ 22:00
　国土交通大臣主催　晩餐会

13:30 ～
　ドイツ政府団エクスカーション
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会場図

「桜」

「楓」

プレス・出品者
出入口

医務室

C B A
F E D C B A

VIP 出入口

会議参加者出入口

会場 用途

浅間Ａ・Ｂ セッション会場・官民セッション会場

浅間Ｃ 各国ＨＯＤ控室、コーヒーブレイク会場

浅間Ｄ 随行者リスニングルーム

浅間Ｅ・Ｆ 歓迎夕食会会場

千曲Ａ プレスセンター

千曲Ｂ・Ｃ 議長記者会見場

にれの木ホール「さくらそう」 オープニングセッション、日本国政府バイ会談室

あかしや・石楠花 各国作業室

白樺 日本国政府サブ・ロジ室

メインバンケットホール「楓」 展示会場

メインバンケットホール「桜」 地元現地本部

にれの木ホール「さくらそう」



G7長野県・軽井沢交通大臣会合［会合の概要・各プログラム］

日時・ 9月23日（金）19:15 ～ 21:15
会場・ 軽井沢プリンスホテルウエスト「浅間」
出席者・ 計73名
・ 国土交通省・ 国土交通大臣、大野政務官、森技監、・
・ ・ ・ 田端国土交通審議官　ほか
・ 各国代表団・ Ｇ７各国大臣、ＥＵ委員、随行者
・ 地元代表者・ 長野県知事、長野県議会議長、軽井沢・
・ ・ ・ 町長、・軽井沢町議会議長、佐久広域連合
・ ・ ・ 長（佐久市長）、軽井沢町町民会議会長
・ 民間代表者・ 官民セッション各国代表者、国内交通・
・ ・ ・ 関係事業者代表者、小松美羽氏（Ｇ７・
・ ・ ・ 交通大臣会合アンバサダー）　ほか
・ その他・ 国土交通大臣秘書官、長野県秘書課長

歓迎夕食会

プログラム
●開会
●石井啓一国土交通大臣挨拶
●阿部守一長野県知事挨拶
●鏡開き・乾杯
●・小松美羽アンバサダー作品紹介
●・アトラクション（木遣り実演・和太鼓実演・
ジャパニーズディスコ）
●・藤巻進軽井沢町長挨拶
●・閉会

●真鯛の昆布〆で巻いた長野県産長芋と雲丹のおむすび見立て

●・・長野県産信州サーモンと彩り野菜のモザイクテリーヌ・ ・
信州産マルチリーフレタスサラダ・ ・ ・ ・
安曇野わさびクリームとトマトソースのアクセント

●・信州産花びら茸と福島県産野菜とオマール海老のクネル入り・
オマールコンソメスープ

●・岩手県産帆立貝のソテー　ヴィエノワーズ　・ ・ ・
トマト入りサフランソース・ ・ ・ ・ ・
信州産柿の木茸と３色野菜のリボン添え

●・信州プレミアム牛肉フィレ肉のブレゼ　トリュフソース・ ・
信州産霜降りひら茸と伝統野菜ていざなすと彩り野菜

●・信州産葡萄３種とハーブティーのジュレ・ ・ ・
ベルベーヌのクレーム・グラッセとともに

●・コーヒー　または　紅茶長野県産小麦を使ったホテル特製パン３種
　（ライ麦ミニバゲット・スイートハニー・信州豊穣ワインブレッド）

メニュー

9月23日（金）
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会場・ 軽井沢プリンスホテルウエスト　
・ にれの木ホール「さくらそう」

オープニングセッション

記念植樹写真
立位置
左から藤巻軽井沢町長、大野国土交通
大臣政務官、仏・プーパール局長、加・ガ
ルノー大臣、
EU・ブルツ委員、米・フォックス長官、日・
石井大臣、独・ドブリント大臣、伊・デル
リオ大臣、英・グレイリング大臣、阿部長
野県知事

樹木は左からコブシ、ヒノキ、ヒノキ
コブシは軽井沢町の町木
ヒノキは第67回全国植樹祭（同年6月
に長野県で開催）における天皇陛下お
手植え樹種

会場　　軽井沢プリンスホテルウエスト　屋外「もみの木神殿」付近

左から英・グレイリング大臣、伊・デルリオ大臣、
独・ドブリント大臣、日・石井大臣、米・フォック
ス長官、EU・ブルツ委員、加・ガルノー大臣、仏・
プーパール局長

フォトセッション／記念植樹

9月24日（土）



G7長野県・軽井沢交通大臣会合［各プログラム］

会場・ 軽井沢プリンスホテルウエスト「浅間」メイン会場
出席者・ G7各国大臣、EU委員及びG7各国民間代表者
・ 民間代表者
・ 　日本・ 伊勢清貴氏（トヨタ自動車株式会社専務役員）
・ 　カナダ・ ロス・マッケンジー氏（ウォータルー大学自動車研究センター理事長）
・ 　フランス・ ジャン＝フランソワ・サンスラン氏（ルノー研究・先進エンジニアリング担当ディレクター）
・ 　ドイツ・ マルクス・デュースマン氏（BMW・AG購買及びサプライヤー・ネットワーク担当取締役上級副社長）
・ 　イタリア・ エンリコ・ピシノ氏（フィアット・クライスラー研究センター長）
・ 　イギリス・ ジョージ・ガレスピー氏（ホリバ・ミラ社CEO）
・ 　アメリカ・ クリス・ガーデス（米国運輸省　チーフイノベーションオフィサー）

　軽井沢中部小学校吹奏楽部を
はじめ町内の児童、生徒が演奏
と花束で各国大臣をお出迎えし
ました。

会場・ ・軽井沢プリンスホテル
フォレスターナ軽井沢

自動運転に関する官民セッション

国土交通大臣主催 昼食会

　各国の民間企業や研究機関を招いて、自動運転の開発・普及に係る産学官で連携した取組について議論し、その重
要性を認識しました。



G7 TRANSPORT MINISTERS’MEETING IN KARUIZAWA,NAGANO

　主会場から昼食会会場への移動の際、国内メーカー 3社の自動運転車・燃料電池車等の次世代自動車の実演走行
を実施し、各国大臣が試乗されました。また、復路の試乗では、次世代のETCシステムであるETC2.0のシステムのデ
モンストレーションを実施しました。

【自動運転車】
・ トヨタ・ レクサス
・ 日産・ リーフ
・ ホンダ・ アコード

【次世代自動車】
・ トヨタ・ ミライ（燃料電池車）
・ 日産・ リーフ（電気自動車）
・ ホンダ・ クラリティヒューエルセル
・ ・ （燃料電池車）

自動運転車・次世代自動車デモンストレーション／
ETC2.0デモンストレーション



G7長野県・軽井沢交通大臣会合［各プログラム］

　各セッションにおける議論の結果、「G7長野県・軽井沢交通大臣会合宣言」が採択されました。また、議論をより深めるため、
セイコーエプソン株式会社製スマートグラス「MOVERIO・BT-300」による映像視聴が実施されました。

セッション1「交通インフラ整備と老朽化への対応のための基本的戦略」

会場・ 　軽井沢プリンスホテルウエスト「浅間」メイン会場

セッション

セッション2「自動車及び道路に関する最新技術の開発・普及」



G7 TRANSPORT MINISTERS’ MEETING IN KARUIZAWA,NAGANO

会場　　軽井沢プリンスホテルウエスト
　　　　「千曲」議長記者会見場・

会場　　万平ホテル「楓の間」

国土交通大臣主催晩餐会

　議長を務めた石井国土交通大臣か
ら、セッションで採択された「G7長
野県・軽井沢交通大臣会合宣言」を
含む、議論の成果について説明及び
質疑応答が行われました。

議長記者会見

焼物
日高見牛フィレステーキ（宮城県）
エリンギ茸（中野市）
万願寺（京都）
玉葱（北海道）

焚合
秋茄子（群馬県新田）
里芋（群馬県富岡）
平茸（中野市）
蟹あんかけ（北海道）
柚子（高知県）

御飯替り
手打ち蕎麦（小諸市）
小海老（大分県）
貝柱（三陸）
三つ葉かき揚げ
浅月（千葉県）
卸し（佐久市）
海苔（長崎県）
白胡麻
山葵

香の物
野沢菜など

果物
桃（千曲市）
林檎（佐久市）
巨峰（東御市）
ワインジュレ（長野県）
アイスプラント

先附
水晶あわび（三陸）
高原レタス（佐久市）
胡麻和え
しめじ茸（中野市）
利休麩（千住八十嶋）
ラディシュ（蓼科）

お凌ぎ
栗蒸し（長野県）
甘鯛（若狭湾）
百合根（北海道）
椎茸（長野市）
銀杏（愛知県）
汲み上げ湯葉（東京都千住）
山葵（安曇野市）

吸物
土瓶蒸し
松茸（長野県）
鱧（淡路）
銀杏
三つ葉（長野県）

造り
信州サーモン炙り（安曇野市）
紅葉鯛（三陸）
あしらい一式



G7長野県・軽井沢交通大臣会合［各プログラム］

バイ（二国間）会談
会場　　軽井沢プリンスホテルウエストにれの木ホール「さくらそう」

9月25日（日）
日加バイ会談
日英バイ会談
日独バイ会談

9月23日（金）
日伊バイ会談
日EUバイ会談
日米バイ会談

9月23日（金）〜9月25日（日）
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カテゴリー 企業・団体等 展示内容

車両展示

（株）光岡自動車 ＭＩＴＳＵＯＫＡ　Ｌｉｋｅ－Ｔ３（電気自動車）

ＢＭＷ ＴＯＹＯＴＡとの共同開発車

トヨタ自動車（株） MIRAI（燃料電池自動車）

車
（株）ニコ・ドライブ 普通自動車を短時間で車いすの方も運転可能な自動車にするた

めの主導アクセル、ブレーキアタッチメント

（一社）電気自動車普及協会 国際学生ＥＶ超小型モビリティデザインコンテストの紹介等

ＩＣＴ

日立建機（株） ＩＣＴ建設機械

（株）村田製作所 ワイヤレスセンサプラットフォーム

（株）オリエンタルコンサルタンツ ビッグデータを活用した災害時のモビリティ支援ツール

（株）大林組 災害調査ロボットシュミレータ等

日本電気（株）（ＮＥＣ） ＮＥＣの交通ソリューション

インフラ
（株）竹中土木 ＴＯＦＴ工法及びスマートコラム工法（液状化対策）

（一社）日本橋梁建設協会 橋梁技術（海外事業）

鉄道 （一社）海外鉄道技術協力協会 新幹線など日本の高速鉄道

空港
（株）梓設計 最新旅客ターミナル

八千代エンジニアリング（株） 羽田空港国際線ターミナルにおけるユニバーサルデザインの取組

展示

展示ブース出展者一覧

　我が国の交通分野の優れ
た最新技術等を国外に情報
発信するため会合期間中、
展示コーナーが設置され、
各国大臣が視察しました。



G7長野県・軽井沢交通大臣会合［各プログラム］

カテゴリー 企業・団体等 展示内容

船舶 川崎重工業（株） 液化水素運搬船模型、水素エネルギーサプライチェーン構想

メンテナンス
富士通（株） 橋梁点検支援ロボットシステム

ショーボンド建設（株） コンクリートの長寿命化対策工法

観光
観光庁 観光映像、パンフレット等の配布

復興庁 被災３県観光ガイド、被災地産品の提供等

地元企業等

長野県 長野県の観光情報、農産物、伝統工芸品

軽井沢町 軽井沢町の観光情報等

セイコーエプソン（株） スマートグラスのデモ等

ＶＡＩＯ（株） 最新鋭パソコン

マイクロストーン（株） 体幹２点歩行動揺計等

信州大学 生活動作支援ロボティックウエェア

諏訪東京理科大学 パーソナルモビリティー

（一社）中部経済連合会 中部エリア企業、ものづくり技術、観光情報等

セイコーエプソン（株）諏訪東京理科大学
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会場の様子

軽井沢プリンスホテル玄関前にG7各国の国旗と欧州旗揭場

会場内の装花 警備の様子

地元現地本部の様子



G7長野県・軽井沢交通大臣会合［その他］

記念品

長野県（G7交通大臣会合長野県推進協議会）から各国大臣に贈呈した記念品

長野県産ワイン
シャトーイヅツ　メルロー　樽熟　2014
平成28年６月に長野県原産地呼称管理委員会から認定
を受けた長野ワインのうち、唯一の審査員奨励ワイン

木曽漆塗りワイングラス
長野県の伝統的工芸品（国指定）である木曽漆器の技術
と西洋のガラスを融合させた製品

【その他】

内山紙製バッグ
長野県の伝統的工芸品（国指定）である内
山紙を素材にした、耐久性・デザイン性に
優れたバッグ
飯山市在住の和紙作家、平田真澄氏の製作

G7交通大臣会合
オリジナルTシャツ
長野県のアパレル企業フラットヘッド製の
本会合オリジナルのTシャツ　
メインデザインはアンバサダーを務めた現
代アーティストの小松美羽氏による

長野県ガイドブック
「Your・Second・Home・NAGANO」
長野県の概要・魅力を一冊で伝える英語版
のガイドブック
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30弁オルゴール
各国ゆかりの曲目を奏でる木製オルゴール
かつてオルゴールの世界シェア90%以上
を占め、現在日本最大のオルゴールメー
カーである日本電産サンキョー（株）（本社：
長野県下諏訪町）製

木曽漆器製コーヒーカップ
長野県の伝統的工芸品（国指定）である木
曽漆器のコーヒーカップ。
漆器職人の伊藤猛氏が製作。
同氏の発案より1998年に開催された長野
冬季オリンピックの金・銀・銅メダルにも漆
が施されている。

海外向け日本紹介写真集・
日本JAPAN
日本各地の伝統文化を紹介するオールカ
ラー英文写真集。
石井大臣のサイン入り

軽井沢町（2016年サミット交通大臣会合推進軽井沢町町民会議）から
各国大臣に贈呈した記念品

石井国土交通大臣から各国大臣に贈呈した記念品

豆盆栽小鉢
軽井沢町在中の小出真智子氏（イラストレーター・鉢作家）がＧ７各
国をイメージし作成した小鉢。豆盆栽は、本会議場の各国大臣の机
にも置かれていました。

軽井沢彫ブック型小物入れ
軽井沢の代表的な民芸品。当初は日光彫の影響から牡丹や菊の一輪
花彫りが多く彫られていましたが、明治４４年から４５年ごろ、桜木
全体を彫りの中に取り入れた独創性が外国人の好みにあい、軽井沢
彫の代表となりました。昭和５８年１０月長野県の伝統的工芸品に指
定されています。

軽井沢のイラスト（額入り）
ジャンポール・ブーケ氏（アーティスト）が描いた軽井沢の観光名所
のイラスト。

軽井沢モミのアロマスプレー
軽井沢モミの木から抽出した天然オイルを使用して作られたアロマ
スプレー。
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その他提供品

G7・WATER
（浅麓水道企業団）
会合各セッションで提供
軽井沢町内の水源の湧水のボトル水
G7各国旗及びEU旗をイメージした
ラベルデザイン

地ビール（軽井沢ブルワリー・ヤッホーブルーイング）
地元で醸造された地ビールを、政府随行員夕食会で提供

コーヒーブレイク会場における地元菓子の提供
みすず飴（飯島商店／上田市）
くるみやまびこ（ヌーベル梅林堂／岡谷市）
雷鳥の里（田中屋／大町市）
エンガティーナ（花岡／東御市）
りんごの樹（りんごの木／長野市）

プレスセンターにおける地元軽食・飲料の提供
おやき（小川の庄／小川村）
ペットボトル飲料水「川中島の水」（長野県企業局）

G7交通大臣会合オリジナル枡
（佐久広域連合）
歓迎夕食会乾杯にて使用
レーザー加工でロゴや国旗のデザインを
あしらった長野県産ひのき製の枡
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コングレスバッグ
　G7各国及びEUの政府団随行員、メディ
アに対し国、長野県、軽井沢町でコングレ
スバッグを配布しました。

主な内容物

国

伊勢志摩サミットロゴ入りメモ帳

伊勢志摩ミットクリアファイル

観光マップ（英語）「Japan・Tourism・Map」

官邸フォトコンテスト写真集（日英併記 )

「G7・JAPAN・2016・Ise-Shima,・Photography・Contest」

政府公式英文広報誌「We・Are・Tomodachi」

アベノミクス紹介パンフレット「Abenomics・is・Progressing」

るるぶG7サミット特別版 (英語）

訪日観光促進ＤＶＤ

ノベルティボールペン

観光マップ（英語）Japan・Tourism・Map

Ｇ７交通大臣会合地図

長野県

コングレスバッグ（内山紙製・木曽ひのきタグ・水引装飾）

ロゴ入り 3色ボールペン

長野県ガイドブック（英語）「Your・Second・Home・NAGANO」

長野ワインパンフレット（英語）「Discover・Nagano・Wines」

長野県観光マップ（英語）

長野県観光パンフレット（英語）「Good・Luck・長野」

長野県トレーニング施設ガイド（英語）

軽井沢町

軽井沢観光パンフレット（英語）「KARUIZAWA・GATEWAY・TO・NAGANO」

G7交通大臣会合チラシ（英語）

G7交通大臣会合浮世絵ポストカード

G7交通大臣会合クリアファイル

G7交通大臣会合ステッカー
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歓迎夕食会

スズキメソードによる歓迎
歓迎夕食会会場前でスズキメソードの皆さんによる歓
迎の演奏が行われ、各国の大臣等が足を止めて演奏を
聴いていました。

お出迎え
石井大臣、阿部知事等が各国大臣のお出迎えをしました。
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石井大臣歓迎あいさつ

鏡開き・乾杯
栁田佐久広域連合長の発声により鏡開きを行い、乾杯をしました。

阿部知事歓迎あいさつ

小松美羽アンバサダーによる作品紹介
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信州上田真田陣太鼓保存会による和太鼓の実演

下諏訪町木遣保存会による
木遣りの実演
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お見送り

ジャパニーズディスコ（善光寺よさこい優勝チーム「信衆」

藤巻軽井沢町長あいさつ 会場の様子
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【歓迎夕食会で提供されたワイン】
・ソーヴィニヨンブラン2015　（ヴィラデストワイナリー）
・シャルドネ樽熟成2014　　　（楠わいなりー）
・シャトーイヅツ2013　　　　（井筒ワイン）
・氷果の雫コンコード　　　　　（林農園）

　長野県が誇る日本酒やワインをアピールするため、ワイ
ンは歓迎夕食会に提供される料理に合わせて、また、日本
酒は県内各地の酒蔵の味を味わっていただくため専用

ブースを設置して、それぞれ提供し、ご堪能いただきました。
　また、佐久地域の13蔵が共同で醸造した「SAKU13」
の酒樽で鏡開きをし、そのまま乾杯を行いました。

歓迎夕食会で提供された日本酒・ワイン
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銘柄名 会社

1 西之門善光寺　純米吟醸 ㈱よしのや

2 純米吟醸　五岳　ひやおろし ㈱今井酒造店

3 日本酒　松尾　純米大吟醸　別撰 ㈱髙橋助作酒造店

4 純米吟醸　松翠 ㈱東飯田酒造店

5 川中島　特別純米酒 ㈱酒千蔵野

6 ひやおろし　純米吟醸　聖山 長野銘醸㈱

7 バラ酵母　純米吟醸　積善 ㈱西飯田酒造店

8 渓流　純米酒 ㈱遠藤酒造場

9 北信流　純米大吟醸　16号 ㈱松葉屋本店

10 浅間嶽　純米吟醸 大塚酒造㈱

11 ひやおろし純米大吟醸原酒
全量山田錦 50％磨　千曲錦 千曲錦酒造㈱

12 寒竹　軽井沢
純米大吟醸 戸塚酒造㈱

13 純米吟醸　深山桜 ㈱古屋酒造店

14 亀の海　純米大吟醸 ㈱土屋酒造店

15 金宝芙蓉　純米原酒　よよいの酔 芙蓉酒造協同組合

16 澤の花　純米大吟醸 伴野酒造㈱

17 初鶯　超特撰　生一本 木内醸造㈱

18 純米吟醸　無尽蔵　ひやおろし 橘倉酒造㈱

19 純米吟醸　原酒　　sｐ ecd 佐久の花酒造㈱

20 井筒長　純米吟醸　自社栽培米
ひとごこち 黒澤酒造㈱

21 信州亀齢　山田錦　純米吟醸 岡崎酒造　株式会社

22 互　定番　純米吟醸 沓掛酒造　株式会社

23 和田龍　純米酒 和田龍酒造㈱

24 天法　吟醸 天法酒造㈱

25 秀峰喜久盛　吟風一閃 信州銘醸㈱

26 純米吟醸　麗人 麗人酒造㈱

27 真澄　純米大吟醸　山花 宮坂醸造㈱

28 神渡　純米吟醸 ㈱豊島屋

銘柄名 会社

29 御湖鶴　超辛純米酒　ひやおろし 菱友醸造㈱

30 信州舞姫　純米大吟醸
原酒　美山錦　磨き 49 ㈱舞姫

31 純米吟醸　生一本　ひやおろし ㈱小野酒造店

32 井の頭　純米大吟醸 漆戸醸造㈱

33 黒松仙醸　純米吟醸
金紋錦 55%精米　火入 ㈱仙醸

34 信濃鶴　特別純米酒 酒造㈱長生社

35 今錦　純米吟醸 米澤酒造㈱

36 喜久水　純米吟醸　
猿庫の泉 喜久水酒造㈱

37 木曽路　純米吟醸 ㈱湯川酒造店

38 中乗さん　自家栽培米ひとごこち
低精白純米酒 27BY ㈱中善酒造店

39 純米吟醸
木曽のかけはし 西尾酒造㈱

40 深志鶴　純米吟醸 （名）奥澤商会

41 鏡花水月　純米吟醸 岩波酒造（資）

42 大信州 2015　花宙　 大信州酒造㈱

43 秀峰アルプス正宗
純米吟醸 （名）亀田屋酒造店

44 山清　純米吟醸 山清酒造㈱

45 笑亀　純米吟醸 笑亀酒造㈱

46 信濃の国　酔園
純米大吟醸　金紋錦 ＥＨ酒造㈱

47 金蘭黒部　愛醸純醸 ㈱市野屋商店

48 純米辛口原酒　氷筍酒 ㈱薄井商店

49 北安大國　純米吟醸原
ひやおろし 北安醸造㈱

50 大雪渓　大吟醸
美山錦 大雪渓酒造㈱

51 北アルプス
純米吟醸酒 福源酒造㈱

52 59 醸　純米吟醸　勢正宗 ㈱丸世酒造店

53 縁喜　金紋錦　純米吟醸 ㈱玉村本店

54 水尾　特別純米酒
金紋錦仕込 ㈱田中屋酒造店

55 北光正宗　
１ttou・純米大吟醸 ㈱角口酒造店

56 吟醸　天領誉　美山錦 天領誉酒造㈱

歓迎夕食会日本酒ＰＲコーナー提供日本酒一覧



長野県知事・軽井沢町長によるメディア取材対応
日時　9月24日（土）記念植樹終了後
　阿部守一長野県知事、藤巻進軽井沢町長が、メディアのぶら下がり取材へ対応し、会合開催に当たっての所感など
の質問に答えました。

G7長野県・軽井沢交通大臣会合［地元の関与・取組］
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エクスカーション
　地元主催によるエクスカーションを実施し、イタリ
ア政府団及びドイツ政府団が参加しました。

日時・ 平成28年９月23日（金）17:00～ 18:30
視察先・ 熊野皇大神社
参加者・ グラツィアーノ・デルリオ　インフラ運輸省大臣　以下６名

熊野皇大神社で神事体験を行った後、お茶屋にて呈茶体験をするなど日本の伝統文化の一端に触れていただいた。

イタリア政府団によるエクスカーション
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日時・ 平成28年９月25日（日）13:30～ 19:50
視察先・ 軽井沢千住博美術館
・ 軽井沢風越公園
・ 軽井沢ワインポータル「AU・DEPART」
・ 観光列車ろくもん
・ ヴィラデストワイナリー
参加者・ アレクサンダー・ドブリント　交通デジタルインフラ大臣　以下10名

ドイツ政府団によるエクスカーション

　軽井沢町は、1964年東京夏季オリンピックでの総合
馬術競技、1998年長野冬季オリンピックでのカーリン
グ競技と夏・冬両方のオリンピックが開催された世界で
も類を見ない地。軽井沢風越公園には、夏・冬それぞれ
のオリンピックの際に実際に使用された聖火台があり、
代表団にご覧いただいた。

　また、公園内にある国内最大級の通年型カーリング
施設である軽井沢アイスパークにおいて、施設の視察
のほか、藤巻軽井沢町長による軽井沢町のご案内や長
野県の秋の味覚である「ナガノパープル」、「シャインマ
スカット」を試食いただいた。

軽井沢千住博美術館
　軽井沢千住博美術館は、ヴェネツィアビエンナーレ
絵画部門で東洋人として初めて名誉賞を受賞し、世界
的に活躍している日本画家千住博氏の美術館。

　この美術館で千住博氏の代表作である滝が流れ落ち
る様子を描いた「ウォーターフォール」などを鑑賞した。

軽井沢風越公園
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　長野県の東の玄関口である軽井沢駅に
本年７月にオープンした長野ワインを
堪能できる施設。
　この施設で長野ワインを試飲いただ
き、代表団からは「非常に水準が高い。」
といった声をいただいた。

軽井沢ワインポータル「AU・DEPART」

　しなの鉄道が運行する観光列車ろく
もんに乗車していただき、車内で地
ビールや長野県産ワインなどを試飲し
ながら、軽井沢駅～田中駅間を楽しん
でいただいた。
　降車した田中駅では花岡東御市長や
甲冑姿の駅長を始め多くの市民の出迎
えを受け、地域のおもてなしの心に触
れていただいた。

観光列車ろくもん
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　エッセイストであり画家でもある玉村豊男氏が
オーナーのワイナリーで、このワイナリーで生産さ
れたワインは2008年の北海道洞爺湖サミットや本
年の伊勢志摩サミットでも提供されるなど国内でも

大変評価が高い。
　代表団は玉村氏の案内によりブドウ畑やワイナ
リーを視察したあと、併設されたカフェで長野県産
食材を活用した料理やワインを堪能した。

ヴィラデストワイナリー

観光列車ろくもん
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　会場内２ヶ所に「ローカル・インフォメーション・デス
ク」を設置し、会場案内や軽井沢町の案内などを行いま
した。また、23日に行われた国・地元主催の歓迎夕食会
及び、25日のドイツ政府団エクスカーションでも通訳
補助として活躍しました。

通訳ボランティア



開催決定までの取組
2Report
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サミット誘致から
Ｇ７交通大臣会合開催決定までの歩み

　平成28年に日本で開催されるサミット（主要国首脳
会議）を長野県・軽井沢へ誘致しようとする動きは、平
成20年に日本が議長国として開催した北海道・洞爺湖
サミットまで遡ります。
　平成20年２月、軽井沢観光協会の呼びかけにより平
成28年のサミットを軽井沢で開催することを目的とし
た「軽井沢サミット誘致準備会」が発足しました。そし
て、同年３月、その準備会から軽井沢町議会に対して
「軽井沢サミット」誘致に関する陳情書が提出され、全
会一致で採択されました。
　当時の国内の動きですが、平成20年のサミットを
巡っては、平成16年から「関西・大阪」、「横浜・新潟」、

「岡山・香川」の３エリアが誘致活動を展開していたと
ころ、平成19年３月に北海道が名乗りをあげ、同年４
月23日に安倍晋三首相（当時）が北海道・洞爺湖サミッ
トの開催を発表しました。
　翌年７月に北海道・洞爺湖サミットが開催されました
が、軽井沢町は町内でのサミット開催の可能性を調査
するため、同年11月に北海道・洞爺湖サミットの開催
地である北海道庁や洞爺湖町などを視察しました。ま
た、同月、軽井沢観光協会が九州・沖縄サミット（平成
12年７月開催）の開催後の状況調査のため沖縄県を視
察しました。

サミット誘致のスタート

　サミット開催地として立候補できるのは事実上、都
道府県もしくは政令指定都市に限られていましたが、
平成28年に開催されるサミットに向けては、まず軽井
沢町から誘致の産声が上がりました。
　平成26年２月に軽井沢町がサミット誘致の方針決
定を行い、これを受けて同年３月に佐久広域連合にお
いて「長野県・軽井沢サミット誘致を全面的に支援する
決議案」を全会一致で可決しました。
　同年４月から、軽井沢町が長野県議会、菅谷長野県
市長会長、阿部長野県知事、加藤長野市長、長野県町村
会、長野県関係国会議員など関係者に対してサミット
誘致の趣旨説明を行いました。
　同年５月29日に軽井沢町と（一社）長野県経営者協
会が阿部長野県知事に対してサミット誘致の要望を行

いました。
同年６月18日には長野県市長会、長野県町村会、経済
４団体（（一社）長野県経営者協会、長野県中小企業団
体中央会、（一社）長野県商工会議所連合会、長野県商
工会連合会）が阿部長野県知事に対してサミット誘致
の要望を行い、長野県議会に対しても同様の陳情を行
いました。
　同年７月４日に長野県議会がサミット誘致の陳情を
採択し、同日の長野県議会本会議終了後の記者会見に
おいて阿部長野県知事が「軽井沢町をメイン会場とし
て、県内広範囲にプラスにおよぶ形で積極的に取り組
みを進めていきたい。」と平成28年サミットの誘致に
ついて正式に立候補表明を行いました。

サミットの立候補に向けて



　平成26年７月、外務省から平成28年サミットの開催
地意向調査（平成26年７月25日付け経政合第764号
「2016年日本開催の主要国首脳会議（サミット）及び関
係閣僚会合の開催地について」）が都道府県及び政令指
定都市あてに発出されました。
　この通知を受けて、同年７月29日に長野県から外務
省に対して軽井沢町を念頭に誘致の意向がある旨を連
絡しました。
　そして、同年８月28日に長野県から外務省に対して
誘致計画案（概要）を提出し、正式にサミット誘致に名
乗りを上げました。

　この誘致計画案（概要）では、国際親善文化観光都市
である軽井沢町の特長として、
・国際的にも知名度の高いリゾート地としての伝統や歴史
・夏季・冬季両オリンピックの開催など国際大会の開催実績
・皇室関連の警衛や国内外の要人警護の豊富な実績や経験値
・・首脳クラスの宿泊に相応しい客室や大勢のゲストをお
迎えできる客室数など充実した宿泊施設
・・各国首脳が利用する羽田空港がある東京から新幹線
で約１時間、ヘリコプターで約30分と優れた交通ア
クセスといった軽井沢町固有の様々な優位性をまと
めました。

サミット誘致計画のポイント

開催決定までの取組［誘致］

　サミット誘致に向けては地元関係者による体制づくり
が不可欠です。
　そのため、まず長野県庁及び軽井沢町役場においてそ
れぞれ庁内連絡会議が設置されました。
　そして、全県を挙げてサミット誘致に取り組んでいく
ため、官民一体となった推進組織である「2016年主要
国首脳会議（サミット）長野県誘致推進協議会」（以下「長
野県誘致推進協議会」という。）が、平成26年９月24日、
長野県庁において設立しました。

　この設立総会において、今後の誘致活動を盛り上げて
いくために長野県PRキャラクターであるアルクマをサ
ミット誘致担当部長に任命しました。

長野県誘致推進協議会の概要
構成団体・ 長野県、軽井沢町、（一社）長野県経営者・
・ 協会、長野県中小企業団体中央会、（一・
・ 社）長野県商工会議所連合会、長野県商・
・ 工会連合会、長野県市長会、長野県町村会
役　員・ 会　長・ 阿部　守一　長野県知事
　　　　　副会長・ 山浦　愛幸　（一社）長野県経・
・ ・ ・ 営者協会会長
　　　　　副会長・ 藤巻　　進　軽井沢町長
・ 監　事・ 北村　正博　（一社）長野県商・
・ ・ ・ 工会議所連合会会長
・ 監　事・ ・矢﨑　昭和　長野県商工会連・

合会会長
事業計画・ 広報・PRの実施、国会議員等への要請活・
・ 動、誘致計画案の作成など
予　算・ 6,000,000円（長野県3,000,000円、軽・
・ 井沢町1,500,000円、県町以外の６構成・
・ 団体各250,000円の負担金が財源）

サミット誘致に向けた体制づくり
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めには、長野県・軽井沢がサミット開催地として真にふさ
わしい場所であることを認識していただくことが何より
も必要でした。
　そのためには、自然環境や施設面だけでなく、日本と
してサミット開催地から発信するメッセージ性が重要だ
と考えました。
　そこで、軽井沢町は人口２万人程度の小さな町です
が、人口減少社会にあっても都会から人が移り住むなど
年々人口が増加しており、政府が推進する地方創生のモ
デル的な町であることから、「地方創生のフロントラン
ナー」としてメッセージ性を高め、今後のアピールのセー
ルスポイントにしました。

　長野県誘致推進協議会が設立した当時のサミット立
候補都市は、新聞報道等によると仙台市、新潟市、浜松
市、名古屋市、神戸市、広島市の各市であり、また、外相
や財務相などの閣僚会合に立候補しているのはサミット
立候補都市の一部と静岡市、三重県、京都市でした。
　サミット開催地は外務省が窓口となり最終的には首相
が決めます。
　過去の例などからみると平成28年サミットの開催地
は、平成27年春頃決定の見込みでしたので、この時点
の情勢では決定権者は偶然にも前回の北海道・洞爺湖サ
ミットを決定した安倍晋三首相になる見通しでした。
　開催地決定まで約半年間とあまり時間が無い中にお
いて、安倍首相に長野県・軽井沢を選定していただくた

長野県・軽井沢のメッセージ性



開催決定までの取組［誘致］

サミット誘致に向けたPR活動等について

　サミット誘致の取組についてはマニュアルは存在しま
せん。そのため、長野県誘致推進協議会が中心となって、
あの手この手のPR活動等を実施しました。

〔外務省・警察庁の現地調査〕
　長野県・軽井沢がサミット開催地として適地であるこ
とをサミット業務の窓口である外務省と警備の担当であ
る警察庁の方々に認識していただくために、平成26年
10月16日から17日にかけて行われた外務省・警察庁の
合同現地調査では、軽井沢町内の宿泊施設や公共施設
などを長野県と軽井沢町の職員が一体となって精一杯
アピールをしました。

〔要請活動〕
　決定権者が安倍首相であることから、安倍首相に近い
と言われている人たちをリサーチして積極的に協力要請
を行いました。
　特に国会議員は最重要キーマンであることから、機会
があるごとに議員会館を訪問して長野県関係国会議員
はもちろんのこと他県関係の国会議員でも協力をしてい
ただける議員には繰り返しお願いを行いました。
　平成26年11月13日には東京都内において長野県関
係国会議員との意見交換会を行い、長野県からは加藤副
知事（当時）、軽井沢町からは藤巻町長が出席してサミッ
ト誘致に向けた協力要請を行いました。
　また、平成27年１月８日には長野県誘致推進協議会
として阿部長野県知事を筆頭に藤巻軽井沢町長、経済４
団体の代表者などが菅内閣官房長官、岸田外務大臣など
政府関係者にサミット誘致の要望活動を行いました。
　さらに、平成27年４月20日には阿部長野県知事を筆
頭に藤巻軽井沢町長、山浦（一社）長野県経営者協会会
長などが榊原（一社）日本経済団体連合会会長にサミッ
ト誘致に向けた協力要請を行いました。
　とにかく機会を捉えて様々な人たちに要請活動を行い
ました。

〔誘致計画案の作成〕
　平成26年８月28日に外務省に提出した誘致計画案
は概要版であったため、これを充実させて最終的な誘致
計画案として仕上げて、平成26年末に外務省に提出し
ました。

〔広報・PRの実施〕
　サミット誘致に関しては地元の機運醸成が非常に重要
であることから、各種広報・PRを積極的に展開しました。
　啓発物品としてPRチラシ、ポスター、ステッカー、プ
ロモーションビデオを作成し、それらを長野県誘致推進
協議会の構成団体が効果的に活用して県内幅広く広報
活動を展開しました。
　その結果、平成26年12月から翌年１月にかけて実施
した県政モニターアンケートでは、サミット誘致を表明
してから半年間という短期間ではありましたが、サミッ
ト誘致を認識している人の割合が全県で67.1％と比較
的高い数値を示しました。
　また、県外においてもイベントでPRを行ったり、新聞
に広告を掲載するなど長野県・軽井沢サミットの実現に
向けて積極的にアピールを行いました。
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〔サミット誘致推進シンポジウム〕
　長野県・軽井沢サミットの実現に向けて地元から大き
な波を起こすために、平成26年12月25日に軽井沢大
賀ホールにおいて長野県誘致推進協議会主催による誘
致推進シンポジウムを開催しました。
　当日は、軽井沢ファミリーオーケストラによるオープ

ニングアクトにはじまり、外交評論家磯村尚徳氏による
講演会、阿部長野県知事・藤巻軽井沢町長・小林りん
ISAK代表理事などによるシンポジウムが行われました。
会場内は約750名の来場者で埋め尽くされ誘致に向け
た熱気で満ち溢れました。

誘致推進シンポジウムの概要
・ 名称・ 長野県・軽井沢サミット誘致推進シンポジウムin軽井沢大賀ホール
・ 日時・ 平成26年12月25日（木）13:30～16:00
・ 会場・ 軽井沢大賀ホール
・ 内容・ オープニングアクト
・ ・ 　　軽井沢ファミリーオーケストラ
・ ・ 講演会・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ 　　「世界の中のNAGANO～軽井沢の魅力を世界へ～」
・ ・ 　　外交評論家　磯村尚徳氏
・ ・ シンポジウム
　　　　　　　　　「小さな“まち”から未来へはばたく
・ ・ 　　・・～長野県・軽井沢　世界へ向けて魅力発信」
　　　　　　　　　パネリスト・ 阿部守一　長野県知事
　　　　　　　・ 藤巻　進　軽井沢町長
　　　　　　　　　・ 小林りん　・学校法人インターナショナルスクール･オブﾞ･アジア軽井沢
・ ・ ・ ・ ・・・・・・・・・・（ISAK）代表理事
　　　　　　　　　・ ・・・・・中村真澄　洞爺湖温泉観光協会元職員
　　　　　コーディネーター　・林　靖人　信州大学地域戦略センター准教授



開催決定までの取組［誘致］

　サミット誘致を表明した頃から多くのマスコミでは、
安倍首相によるサミット開催地の発表は平成27年春頃
と報道されていました。
　そのため、平成27年４月に入ると、各報道機関ではサ
ミット候補地に関する様々な情報を数多く報道しました
が、なかなか正式発表がありませんでした。
　そうした中、平成27年６月５日、安倍首相がドイツエ
ルマウで開催されるＧ７サミットに旅立つ直前の羽田空

港で三重県・志摩市で開催すると発表しました。
　大変残念ながら長野県・軽井沢サミットの実現には至
りませんでした。
　しかし、関係者全員が、ここまで様々な誘致活動を展
開してきたのは長野県・軽井沢が全国一であり、また、今
回の活動は必ずや今後の業務に役立つものであると確
信していたため後悔はありませんでした。

長野県・軽井沢サミット実現ならず

　サミット誘致は実現しませんでしたが、ここで終了で
はありません。
　関係者全員がすぐに顔を上げて関係閣僚会合の誘致
に取り組みました。

　その結果、平成27年７月３日、Ｇ７交通大臣会合の長
野県・軽井沢での開催が閣議決定されました。
　その日から、Ｇ７交通大臣会合の成功に向けて関係者
の取組がスタートしました。

Ｇ７交通大臣会合の開催決定

〔サミット誘致の心意気が詰まった冊子の発刊〕
　官民を挙げてオール長野県でサミット誘致を実現する
ために、多くの民間企業や自治体の協力を得て、長野県
内の情報雑誌発行会社から長野県・軽井沢サミット誘致
に向けた専門誌が発刊されました。
　その名も別冊KURA「軽井沢の魔力～どうして人々は
この地へ集うのか～」という大胆で奇抜な印象を受ける
名称の雑誌で、平成27年２月に長野県内外の書店やコ
ンビニなどで一般販売されました。
　このような雑誌発行にまで至る誘致活動は、長野県が
全国唯一でした。
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サミット誘致から
Ｇ７交通大臣会合開催決定までの経緯

年 月日 取組概要

H20

2月16日
2016年のサミットを軽井沢で開催することを目的とした「軽井沢サミット誘致準備会」
発足（軽井沢観光協会の呼びかけにより軽井沢町商工会などから11人参加）

2月19日
軽井沢サミット誘致準備会長から「軽井沢サミット誘致に関する要望」を軽井沢町に提出

軽井沢サミット誘致準備会長から「軽井沢サミット誘致に関する陳情」を軽井沢町議会に提出

3月19日 軽井沢町議会が「軽井沢サミット誘致に関する陳情」を全会一致で採択

7月7日 北海道・洞爺湖サミット開催（～9日）

11月12日
軽井沢町がサミット開催の可能性調査のため北海道庁、洞爺湖町、札幌市、ザ・ウィンザーホテル視察
（～14日）

11月26日 軽井沢観光協会が九州・沖縄サミット開催後の状況調査に沖縄県を視察（～28日）

H22 4月26日 「軽井沢サミット誘致準備会」を「軽井沢会議都市推進会議」に名称変更

H23 2月28日 「軽井沢会議都市推進会議」が発展的解消して「軽井沢リゾート会議都市推進協議会」発足

H26

2月8日 軽井沢町がサミット誘致の方針決定

3月25日 佐久広域連合議会が「長野県・軽井沢サミット誘致を全面的に支援する決議案」を全会一致で可決

4月10日 軽井沢町が長野県議会の各会派へサミット誘致に関する趣旨説明

4月25日 軽井沢町が菅谷長野県市長会長（松本市長）へサミット誘致の趣旨説明

4月30日 軽井沢町が阿部長野県知事及び加藤長野市長へサミット誘致の趣旨説明

5月8日 軽井沢町が長野県町村会役員会でサミット誘致の趣旨説明

5月12日 軽井沢町と（一社）長野県経営者協会が、長野県関係国会議員等へサミット誘致の要望

5月21日 軽井沢リゾート会議都市推進協議会が定期総会において、2016年サミットの軽井沢誘致を宣言

5月29日 軽井沢町と（一社）長野県経営者協会が阿部長野県知事へサミット誘致の要望書提出

6月3日
長野県市長会が定例会で2016年サミットについて軽井沢町を念頭に誘致に取り組むことを

決定して阿部長野県知事へ要請することを確認

6月18日

長野県市長会、長野県町村会、経済４団体（（一社）長野県経営者協会、長野県中小企業団

体中央会、（一社）長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会）が阿部長野県知事へサミット
誘致の要望書を提出。あわせて風間長野県議会議長へ陳情書を提出

7月4日
長野県議会が6月18日に提出されたサミット誘致の陳情を採択

阿部長野県知事が本会議終了後の知事会見で2016年サミットの誘致を正式表明

7月18日
長野県がサミット誘致活動を官民一体で進めるため、関係団体による長野県誘致推進協議会を９月に
発足させることを公表

サミット誘致からＧ７交通大臣会合開催決定までの長野県及び軽井沢町の主な取組概要は次のとおり



年 月日 取組概要

H26

7月25日
外務省から都道府県及び政令指定都市へサミット開催意向に関する通知発出

軽井沢町がサミット誘致PRポスター制作

7月29日 長野県から外務省へ軽井沢町を念頭に誘致の意向がある旨を連絡

8月5日 長野県庁で第１回主要国首脳会議（サミット）誘致庁内連絡会議開催

8月22日 長野県庁で2016年主要国首脳会議（サミット）長野県誘致推進協議会設立準備会開催

8月28日 長野県が外務省へ「誘致計画案（概要）」提出

9月12日 東京都六本木ヒルズの観光部イベント「Discover 長野」でチラシ配布、アンケート調査

9月18日 長野県庁で第２回2016年主要国首脳会議（サミット）長野県誘致推進協議会設立準備会開催

9月19日 長野県庁で第２回主要国首脳会議（サミット）誘致庁内連絡会議開催

9月24日
長野県庁で2016年主要国首脳会議（サミット）長野県誘致推進協議会設立総会開催

長野県のキャラクター「アルクマ」をサミット誘致担当部長に任命

9月26日
軽井沢町内で開催の（一社）長野県経営者協会主催のトップマネジメント懇談会において藤巻軽井
沢町長がサミット誘致の意義と必要性について説明。また、阿部長野県知事が長野県でのサミット開
催の意義について講演

10月5日
イオン佐久平店で開催の「イオン信州フェア in佐久平」で、長野県、軽井沢町、軽井沢観光協会が
サミット誘致をPR

10月9日 軽井沢町で第１回2016年主要国首脳会議（サミット）庁内連絡会議開催

10月16日 外務省と警察庁による軽井沢現地調査（～17日）

10月22日 長野県庁で第１回2016年主要国首脳会議（サミット）長野県誘致推進協議会幹事会開催

10月30日 長野県が前回サミットの調査に北海道庁、ザ・ウィンザーホテル訪問（～31日）

11月11日
千葉県幕張メッセで開催の「地方銀行フードセレクション2014」で、長野県、軽井沢町がサミット
誘致をPR（～12日）

11月13日
東京都内において長野県関係国会議員との意見交換会を開催。長野県からは加藤副知事、軽井沢町
からは藤巻町長が出席し、サミット誘致の協力要請

11月18日 長野県が長野県旅館ホテル組合会常務理事会において状況説明と協力要請

11月21日 軽井沢町で第２回2016年主要国首脳会議（サミット）庁内連絡会議開催

12月10日 軽井沢町で第３回2016年主要国首脳会議（サミット）庁内連絡会議開催

12月11日 軽井沢町内全ての保育園・小中学校でサミット給食スタート

12月12日 長野県庁で第３回主要国首脳会議（サミット）誘致庁内連絡会議開催

12月15日 長野県庁で第２回2016年主要国首脳会議（サミット）長野県誘致推進協議会幹事会開催

開催決定までの取組［誘致］



年 月日 取組概要

H26

12月18日
「軽井沢国際カーリング選手権大会」で、SC軽井沢クラブの選手がサミット誘致のPRメッセージを
縫製したユニフォームを着用

12月25日
軽井沢大賀ホールにおいて、2016年主要国首脳会議（サミット）長野県誘致推進協議会主催による
サミット誘致推進シンポジウム開催

H27

1月8日
阿部長野県知事を筆頭に藤巻軽井沢町長や経済４団体の代表者などが菅内閣官房長官や岸田外務大
臣などにサミットの軽井沢開催を要望

1月10日 FM軽井沢制作のサミット誘致プロモーションCMが放送開始

1月26日 SBCラジオでサミット給食の模様が放送

1月27日 2016年主要国首脳会議（サミット）長野県誘致推進協議会がPRポスター制作

2月1日

2016年主要国首脳会議（サミット）長野県誘致推進協議会制作のサミット誘致プロモーションビデ
オがテレビ放送開始

SBCラジオで昨年12月25日の長野県・軽井沢サミット誘致推進シンポジウムの模様が放送

2月6日 阿部長野県知事が長野県・軽井沢サミット誘致を特集した別冊「KURA」発売について記者発表

2月27日
2016年主要国首脳会議（サミット）長野県誘致推進協議会作成のプロモーションビデオが

新宿駅前のアルタビジョンで放映開始（～3月29日）

3月4日
長野県議会が「主要国首脳会議を長野県内で開催することを求める決議案」を議員提出し、全会一
致で可決

3月12日 2016年主要国首脳会議（サミット）長野県誘致推進協議会が産経新聞東京本社版にPR広告掲載

4月5日 長野県がサミット開催候補地の三重県賢島視察

4月20日
阿部長野県知事を筆頭に藤巻軽井沢町長や山浦（一社）長野県経営者協会会長、藤原長野県町村会
会長などが榊原（一社）日本経済団体連合会会長にサミット誘致の協力要請

5月12日
軽井沢町内の主要ホテルなどで構成する軽井沢リゾート会議都市推進協議会が「サミット推進宣言」
を決定

5月14日
軽井沢町が、サミット開催決定の場合にサミット開催前から期間中の小型無人機ドローンの飛行制限
条例の新設方針を決定

5月26日 軽井沢観光協会が「サミット推進宣言」を決定

6月5日 安倍首相が2016年主要国首脳会議を三重県・志摩市で開催すると発表

6月7日 Ｇ７ドイツエルマウサミット開催（～8日）

6月15日 長野県関係国会議員との意見交換会で阿部長野県知事から閣僚会合誘致の協力要請

6月25日 長野県庁で第３回2016年主要国首脳会議（サミット）長野県誘致推進協議会幹事会開催

7月3日 Ｇ７交通大臣会合の長野県・軽井沢での開催が閣議決定

G7 TRANSPORT MINISTERS’MEETING IN KARUIZAWA,NAGANO
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Ｇ７交通大臣会合長野県推進協議会

第1回設立総会
日時　平成27年９月25日（金）10:00～ 10:45
場所　長野県庁　特別会議室
議題　推進協議会設立趣意書（案）について
　　　推進協議会規約（案）について
　　　推進協議会役員（案）について
　　　推進協議会事業計画（案）について
　　　推進協議会予算（案）について

第２回幹事会
日時　平成28年４月15日（金）　10:30～ 11:30
場所　長野県庁　産業労働部長室
議題　平成27年度事業報告について
　　　平成27年度決算（見込み）について
　　　平成28年度事業計画（案）について
　　　平成28年度予算（案）について
　　　機運醸成・魅力発信事業に係る公募型プロポー・
・ ザルについて
　　　Ｇ７交通大臣会合直前イベントについて
　　　プレス向けエクスカーションについて

第１回幹事会
日時　平成27年11月13日（金）10:30～ 11:30
場所　長野県庁　産業労働部長室
議題　平成27年度事業について

第２回総会
日時　平成28年５月24日（火）15:30～ 16:15
場所　ホテル国際２１　「りんどう」
議題　平成27年度事業報告について
　　　平成27年度決算について
　　　平成28年度事業計画（案）について
　　　平成28年度予算（案）について

　長野県推進協議会は、Ｇ７交通大
臣会合の成功を期すため、官民一体
となった受入体制を確保するととも
に、開催を契機として様々な事業の
実施により長野県の持つ強みや魅
力を世界にアピールし、観光誘客や
経済の活性化の促進など未来につ
ながる信州創生を目指す官民一体
の組織として設立されました。

設立準備会
日時・ 平成27年9月11日（金）11:00～ 11:30
場所・ 長野県庁　産業労働部長室
議題・ 構成団体（案）について・ ・ ・ ・
・ Ｇ７交通大臣会合長野県推進協議会設立総会の・
・ 議案について

第３回幹事会
日時　平成28年８月29日（月）11:00～ 11:30
場所　長野県庁　産業労働部長室
議題　Ｇ７交通大臣会合の日程等について

平成29年1月19日（木）の第3回総会において解散を
決定
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2016年サミット交通大臣会合
推進軽井沢町町民会議

第３回町民会議
日時　平成28年5月9日（月）　9：00～ 11：00
場所　軽井沢町役場第３・４会議室
「G7交通大臣会合おもてなし宣言」を発表した。また、
長野県警からテロ防止の為に不審者・不審物の通報に
関する協力依頼があった。

第１回町民会議
日時　平成27年7月29日（水）　13：30～ 15：00
場所　軽井沢町役場第３・４会議室
軽井沢リゾート会議都市推進協議会の土屋芳春氏が会
長に選出された。

第２回町民会議
日時　平成27年11月17日（火）　10：00～ 11：30
場所　軽井沢町中央公民館　講義室
ドイツフランクフルト視察の報告や事業計画の変更等
が協議された。

第４回町民会議
日時　平成28年6月18日（土）　15：00～ 16：00
場所　軽井沢発地市庭　イベントスペース
G関係官僚会合の富山環境大臣会合と茨城・つくば科学
技術大臣会合の視察報告を行った。

平成29年2月2日（木）の第5回町民会議において解散
を決定

　軽井沢町町民会議は、交通大臣会合の軽井沢開催に
向けて、1.町内の機運醸成に関する事業、2.国内外か
ら訪問する関係者のおもてなし及び広報・PRに関する

事業、3.その他町民会議の目的を達成するために必要
な事業を行うことを目的とする、町内34団体で構成
された官民連携組織として設立されました。



会合開催までの取組［受入体制・おもてなし］

ドイツ視察

第１回Ｇ７交通大臣会合の概要
期間・ 平成27年９月16日（水）～17日（木）
会場・ ホテル・フランクフルターホーフ（16日）
・ フランクフルト国際展示場（17日）
テーマ・ 自動車の自動運転に関する議論について
・ 交通インフラ整備のファイナンスに関する議論について
・ 次回のG7長野県・軽井沢交通大臣会合について

　第1回G7交通大臣会合が、平成27年９月16日から
17日にかけてドイツ・フランクフルトで開催されま
した。
　初めて開催されるG7交通大臣会合であることから、翌
年の長野県・軽井沢での会合に向けて、会合の運営状況、
地元の機運醸成、警備状況などを調査するため長野県産
業労働部と長野県警察の担当者が現地を訪問しました。

　現地では国土交通省に同行して会合に参加するとと
もに地元警察と意見交換を行うなど翌年に向けて非常
に有意義な視察になりました。
　また、平成27年8月16日から20日には、町民会議
の土屋会長、藤巻町長他4名がフランクフルトと平成
27年6月にG7サミットが開催されたエルマウを視察
しました。
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招聘日・ 平成28年２月19日（金）
招聘国・ イタリア
内　容・ ・保育園児による歓迎おもてなし、軽井沢町内の

観光スポットの視察など

【第１回現地説明会における地元PRの概要】
開催日・ 平成28年３月17日（木）
参加国・ フランス、イタリア
内　容・ 歓迎レセプションでの県産食材・県産ワイン・・・・・・・・・
・ 等のPR
【第２回現地説明会における地元PRの概要】
開催日・ 平成28年３月23日（水）～24日（木）
参加国・ （23日のみ）カナダ、アメリカ・ ・ ・
・ （23～ 24日）ドイツ、イギリス、EU
内　容・ 歓迎レセプションでの県産食材・県産ワイン・
・ 等のPR
・ 軽井沢町内の観光スポットの視察、カーリ　
　　　　ング体験など

大使館視察
大使館招聘による魅力発信 軽井沢現地説明会における魅力発信
　G7各国の在京大使館とのコミュニケーションを深め
るとともに長野県・軽井沢の魅力を直接感じていただく
ために、大使館職員を招聘して地元PRとおもてなしを
実施しました。

　平成28年３月に２回に分けて国土交通省がG7在京
大使館向けの軽井沢現地説明会を実施したため、その
機会を活用して長野県・軽井沢の魅力をPRしました。



会合開催までの取組［受入体制・おもてなし］

国土交通省視察
　平成27年7月3日のG7長野県・軽
井沢交通大臣会合開催決定以降、国土
交通省では会合開催に向けて本格的に
準備が進められました。
　特に、実際の会合開催地である軽井
沢町内のホテルなどの視察は幾度となく
行われ、万全の態勢が整えられました。
　長野県や軽井沢町など地元関係者も
国土交通省と連携を図りながら、現地
視察が効率的かつ効果的に行われるよ
うに協力しました。
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国旗設置・歓迎装飾

歓迎バナーフラッグ設置

歓迎看板・国旗等設置

歓迎横断幕等の設置　

設置日　平成28年3月8日（火）
場所　　軽井沢駅南北自由通路
　開催200日前に、歓迎用のバナーフラッグを設置した。

設置日　平成28年8月25日（木）
場所　　軽井沢駅北口・南口
　・開催30日前に、歓迎国旗等
を設置した。

設置日　平成28年5月20日（金）
場所　　町内全域（約200箇所）
　地域住民や地元企業の社員ら約60名が参加した。

設置日　平成28年8月31日（水）
　軽井沢高校前の歩道橋及び南軽井沢72ゴルフ付近の陸橋
に、歓迎横断幕を設置した。軽井沢駅方面に向かう側には
「Welcome・ to・Karuizawa」、反対方面には「See・ you・ again」
と記載。また、道路情報板においても交通大臣会合の開催を
お知らせした。



会合開催までの取組［受入体制・おもてなし］

子どもたちの活動
カウントダウンボードの
デザイン制作　

「おもてなし宣言」共同発表会 軽井沢中学校 花文字制作　

発表日　平成27年11月29日（日）
場所　　重要文化財　旧三笠ホテル
　軽井沢高校美術部通称「カルビ」が
デザインを担当した、カウントダウン
ボードが300日前記念セレモニーでお
披露目され、軽井沢駅新幹線改札口前
に設置された。

開催日　平成28年7月4日（月）
場所　　軽井沢中学校多目的室テラス
　町内の小中学校、軽井沢高校、ISAKの児童生徒らに
よる「おもてなし宣言」共同発表会を開催。参加した児
童、生徒からは、小中学校４校・高校・ ISAKと町との
「K7」（Karuizawa7）で、気運の醸成等に連携して取り
組み、軽井沢を訪れる方々をおもてなしの心でお迎え
したいとの意見が出された。

実施日　平成28年7月27日（水）
場所　　軽井沢中学校
　軽井沢中学校生徒会環境委員会の生徒らが、中学校
の敷地に「G7」の花文字を制作。赤いサルビアを「G7」
の文字に、その周りを白いニチニチソウで囲むように
植えた。花文字を囲む木枠は平行四辺形とし、交通大
臣会合にちなみ交通の「スピード感」を表した。
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カウントダウンイベント等での吹奏楽部演奏　

100日前ウィーク記念イベント
日時　平成28年6月18日（土）
場所　軽井沢発地市庭

直前イベント「未来へ発進！エコカーふれあいフェスタin軽井沢」
日時　平成28年9月4日（日）
場所　軽井沢アイスパーク

軽井沢中学校、軽井沢中部小学校吹奏楽部の皆さんが各イベントを盛り上げてくれました。



会合開催までの取組［受入体制・おもてなし］

　町民会議と軽井沢ガイドサービスが主催し「外国人客おもてなし研究シンポジウム」を開催しました。G7参加国
の政府機関関係者による講演や、県内の大学生や高校生による発表などがあり、外国人客のおもてなしについて考
えました。
開催日・ 平成28年9月5日（月）
場所・ 軽井沢万平ホテル
主催・ 軽井沢ガイドサービス　
・ 2016年サミット交通大臣会合推進軽井沢町町民会議
参加者・ 130人

おもてなし研究シンポジウム
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第1回クリーンアップ事業
実施日　平成28年5月28日（土）
　軽井沢町を訪れる人々をきれいな環境で迎えるため、ゴミゼロ運動の清
掃活動に合わせて、軽井沢駅周辺で第１回クリーンアップ事業を実施しまし
た。当日は、町民会議、軽井沢高校や軽井沢少年剣道クラブ等の団体から約
100名の皆様にご協力いただきました。

第2回クリーンアップ事業
実施日　平成28年9月13日（火）
　会合開催まで10日となり、各国の大臣等を気持ちよくお迎えするため、2回目となるクリーンアップ事業を行いま
した。あいにくの悪天候にも関わらず、地元の高校生など、町内各所で皆様にご協力いただきました。

環境美化活動



会合開催までの取組［受入体制・おもてなし］

　Ｇ７交通大臣会合の円滑な実施に向け、消防、危機管理、食品衛生等の推進体制及び実施体制の確立を図るためＧ７交通大臣
会合長野県推進協議会の下にロジ対策部会を設置。会合までに数回の部会を開催し、情報共有・対応方針の検討を行いました。

主な訓練
●ＮＢＣテロ対策訓練・銃器対策訓練
　実施日　平成28年３月７日（月）　場所　南長野運動公園総合球技場
●不審物対策訓練（爆発物処理訓練）
　実施日　平成28年３月30日（水）　場所　ＪＲ長野駅
●銃器対策訓練・警護訓練・デモ行進規制訓練・暴徒集団鎮圧検挙訓練
　実施日　平成28年４月15日（金）　場所　長野県警察学校
●不審物対策訓練（爆発物処理訓練）
　実施日　平成28年７月11日（月）　場所　イオンモール佐久平
●ＮＢＣテロ対策訓練
　実施日　平成28年７月19日（火）　場所　信州まつもと空港ターミナルビル
●ＮＢＣテロ対策訓練
　実施日　平成28年９月７日（水）　場所　ＪＲ軽井沢駅

大臣会合開催期間中の体制
●緊急時連絡体制の整備
　緊急事態が発生した場合に備え、会合関係者（国土交通省、警察、消防、推進本部、ホテル）による緊急時連絡体制を
　整備し、24時間体制で対応。
●医務室の整備
　救急医療に対応するため、ホテル内に医務室を設置し、医師・看護師を常駐。
●救急車等の配備
　緊急事態に対応するため、ホテル内に救急車、ＢＣ災害対応車、除染部隊車等を配備。
●医療機関との連携
　救急医療に対応するため、搬送先医療機関として近隣の医療機関（２病院）に協力を依頼。
　また、協力依頼病院として県内の救命救急センター（７病院）及び長野県ＤＭＡＴ指定病院
　（11病院）へ有事の際のＤＭＡＴ派遣等の協力を依頼。
●食中毒等への対応
　長野県関係課が食中毒等が発生した場合の対応について整備。

警備・救護・医療体制
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項目 場所 内容

記念セレモニー 旧三笠ホテル 主催者あいさつ、来賓あいさつ、カウントダウンボードの除幕　など

ＰＲ活動 軽井沢駅自由通路 関係者によるチラシ等の配布

会場視察 軽井沢プリンスホテル 関係者による会場、宿泊予定施設の視察

内容

　会合開催へ向けたキックオフの位置付けで、関係者を中心としたセレモニーを開催しました。
日時　平成27年11月29日（日）　10：00～
主催　Ｇ７交通大臣会合長野県推進協議会
　　　2016年サミット交通大臣会合推進軽井沢町町民会議

300日前記念セレモニー　

出席者・ 来賓
・ 　国土交通省奈良平国際統括官　ほか３名
・ 長野県推進協議会関係者
・ 　阿部会長　ほか15名
・ 軽井沢町町民会議関係者
・ 　土屋会長　ほか13名



会合開催までの取組［開催機運の醸成］

項目 内容

こども向け・ブース出展 プラ板アクセサリーの工作体験を通じて、Ｇ７参加国の国旗を学ぶブースを出展

こどもＧ７の実施 長野市内の小学生８人が、ふるさと信州の未来について発表・討論
議論の成果を提言書として長野県に提出

項目 内容

未来プレゼン
若者たちが未来を語る！プレゼンテーションリレー
岡学園トータルデザインアカデミー、オリオン機械技能五輪チーム、ナチュラルムー
ブメント3-2-1、株式会社フラットヘッド、フォーケル株式会社　など

トークショー 石原良純氏によるトークショー

G7長野県・軽井沢交通大臣会合開催200日前ウィーク記念イベント

G7長野県・軽井沢交通大臣会合開催200日前イベント

SBCこどもフェスタへの出展

会合開催200日前イベントリレー
　会合開催200日前（3月8日）を挟む休日に、県内における会合開催機運の醸成を図るため、県民向けイベントを連
続して開催しました。

日時　平成28年3月5日（土）　10：00～
主催　2016年サミット交通大臣会合推進軽井沢町町民会議
会場　軽井沢アイスパーク

日時　平成28年３月13日（日）　13：30～
主催　Ｇ７交通大臣会合長野県推進協議会
会場　長野市若里市民文化ホール

日時　平成28年３月21日（月・祝）　10：00～
出展イベント　SBCこどもフェスタ（主催：信越放送㈱）
会場　TOiGO・SBC・TOiGO・WEST

内容

内容

来場者数　550名

来場者数　250名

ブース来場者数　600名

項目 内容

ステージイベント 小松美羽ライブペインティング＆トークショー、SBCラジオ公開生放送

体験イベント 次世代のクルマ展示（試乗体験）、カーリング体験

　

内容

出席者・ 来賓
・ 　国土交通省奈良平国際統括官　ほか３名
・ 長野県推進協議会関係者
・ 　阿部会長　ほか15名
・ 軽井沢町町民会議関係者
・ 　土屋会長　ほか13名
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100日前記念イベント
「未来へ発進！ものづくり若者サミット」

会合開催100日前

　製造業企業が集積する長野県においてG7交通大臣
会合が開催される機会を活かし、「交通とものづくり」
をテーマに、ものづくりに携わる若者を対象としたイ
ベントを実施しました。県内全域での機運醸成を目的
に、南信地域での開催としました。
日時　平成28年6月25日（土）　10：00～
主催　G7交通大臣会合長野県推進協議会
会場　長野県南信工科短期大学校

100日前ウィーク記念イベント

　３月５日に開催された２００日前ウィーク記念イベントで、県内出身の現代画家小松
美羽さんに描いていただいた絵画を軽井沢駅に設置、お披露目しました。式典には小
松さん本人も出席し、町民会議のメンバーも大勢駆けつけて盛り上げてくれました。
日時　平成２８年６月１６日（木）

　軽井沢発地市庭で、町民会議主催の１００日前ウィーク記念イベントを開催しま
した。軽井沢中学校・軽井沢中部小学校吹奏楽部による、Ｇ７各国にちなんだオー
プニング演奏会や国土交通省、観光庁幹部による講演会を行いました。
日時　平成２８年６月１８日（土）

項目 内容

未来ものづくり講演会
講師：・R&D・HOMMA・代表　本間・日義氏
　・・・・・・元(株)本田技研工業商品開発総責任者、元(株)ホンダアクセス常務取締役
CITYやFITなどのヒットモデルの開発に携わった経験や、ものづくりに携わる楽しさについての講演

未来の乗り物
紹介プレゼンテーション

塩尻発マイクロEV「SIP-EV01」の紹介プレゼンテーション
（塩尻発！マイクロEV研究会）

パーソナルモビリティ「オムニライド」の紹介プレゼンテーション
（諏訪東京理科大学　星野教授）

未来の乗り物試乗体験会 SIP-EV01、オムニライド、セグウェイ、ジャイロボードなどの試乗体験、ドローンシミュレーターの体験など

学生プレゼンテーション
ものづくりを学ぶ学生によるプレゼンテーション
松本工業高等学校「UAVの安定制御の研究」
岡谷工業高等学校「すわーるの紹介」

内容

来場者数　100名
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直前イベント
「未来へ発進！エコカーふれあいフェスタin軽井沢」
　最先端の自動車や乗り物や環境に優しいモビリティに親しめるイベントを、会合直前、開催地軽井沢町において開
催しました。

日時・ 平成28年9月4日（日）　10:00～
主催・ Ｇ７交通大臣会合長野県推進協議会
・ 2016年サミット交通大臣会合推進・
・ 軽井沢町町民会議
・ 一般社団法人電気自動車普及協会
会場・ 軽井沢風越公園アイスパークほか

サイドイベント
「ネクストモビリティ・バザール２０１６inかるいざわ」

日程・ 平成28年9月3日（土）～4日（日）
主催・ ネクストモビリティ・コミュニティ・（後援：軽井沢町）
会場・ 軽井沢風越公園総合体育館
内容・ 小型モビリティの展示・試乗、ワークショップなど
来場者数　1200名

項目 内容

環境に優しい車両の展示・
試乗体験・デモ走行

各自動車メーカー車両、しまじろうカー、DeuSELバ
スなど

小型モビリティの展示・試
乗体験

各メーカー、諏訪東京理科大学「オムニライド」など

働く車の展示 パトカー、消防車、自衛隊車両など

ステージイベント シンポジウム、カンファレンス、さかなクントーク
ショーなど

その他
環境にやさしい未来の乗り物ポスター・絵画コンクー
ル、交通の歴史パネル展示、子ども向けワークショップ
など

来場者数　2800名



会合開催までの取組［開催機運の醸成］

G7給食
　G7交通大臣会合に参加国を身近に感じてもらうため、G7各国にちなんだメニューを提供するG7給食を軽井沢町
内の保育園・小学校・中学校で実施しました。　

期間　平成28年５月18日（水）～平成28年９月23日（金）
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G7特別企画展

　中軽井沢図書館において、G7各国にちなんだ本などをまとめたG7コーナーを設置しました。

　歴史民俗資料館・追分宿郷土館・（旧）駅舎記念館で７
月30日（土）から10月2日（日）まで、「交通」をテーマに
した特別企画展を開催しました。

図書館にてG7コーナー設置　

G7交通大臣会合軽井沢開催記念 三館合同特別企画展

歴史民俗資料館

追分宿郷土館



会合開催までの取組［開催機運の醸成］

各イベントへの参加

軽井沢国際カーリング選手権大会2015
開催日　・平成27年12月17日（木）～20日（日）
場所　　軽井沢アイスパーク

G7新潟農業大臣会合記念シンポジウム
開催日　・平成28年1月24日（日）
場所　　新潟県新潟市

G7富山環境大臣会合記念イベント
開催日　・平成28年1月30日（土）
場所　　富山国際会議場

信州カーフェスタ
開催日　・平成28年6月11日（土）・12日（日）
場所　　エムウェーブ（長野市）
内容　　・プラ板アクセサリー作り体験を通じた会合PR

第16回信州環境フェア2016
開催日　・平成28年7月30日（土）・31日（日）
場所　　長野市ビッグハット（長野市）
内容　　・プラ板アクセサリー作り体験を通じた会合PR

長野県立歴史館夏休み特別企画イベント
開催日　・平成28年8月6日（土）・7日（日）
場所　　長野県立歴史館（千曲市）
内容　　プラ板アクセサリー作り体験を通じた会合PR
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IME2015（国際ミーティングエキスポ）
開催日　平成27年12月9（土）・10（日）
場所　　東京国際フォーラム

軽井沢ポットラック交流会
開催日　平成28年1月30日（土）
場所　　軽井沢中央公民館

軽井沢アートフェス・in・銀座
開催日　平成28年1月29日（金）～2月1日（月）
場所　　銀座NAGANO

第８回假屋崎省吾の世界in軽井沢
開催日　平成28年6月17日（金）
場所　　軽井沢タリアセン

軽井沢ハーフマラソン2016
開催日　平成28年5月22日（日）
場所　　軽井沢プリンスホテルスキー場

軽井沢フェスタ
開催日　平成28年6月4日（土）
場所　　福井市にぎわい交流施設「ハピリン」

2015軽井沢秋の観光キャンペーン
開催日　平成27年9月26日（土）
場所　　栃木県宇都宮市

長野県・（一社）信州・長野県観光協会主催旅
行商品造成商談会
開催日　平成27年10月24日（土）
場所　　石川県金沢市・富山県富山市

「さいたマルシェ」
開催日　平成27年10月24日（土）
場所　　埼玉県さいたま市

軽井沢発地市庭プレオープン
開催日　平成28年4月26日（火）
場所　　軽井沢発地市庭

軽井沢町・富岡市・安中市・宣伝会
開催日　平成28年2月16日（火）
場所　　銀座NAGANO

軽井沢観光協会主催・誘客宣伝会
開催日　平成28年３月19日（土）・20日（日）
場所　　大阪駅　金沢駅

第５回さわやか軽井沢交流会
開催日　平成28年7月30日（土）
場所　　軽井沢アイスパーク

軽井沢発地市庭グランドオープン
開催日　平成28年6月25日（土）
場所　　軽井沢発地市庭

横浜夏の軽井沢観光パネル展
開催日　平成28年7月1日（金）～7日（木）
場所　　横浜駅



会合開催までの取組［長野県の魅力発信］

　Ｇ７交通大臣会合開催地の魅力を世界に向けて発信するために、平成27年11月に軽井沢で開催された外務省所管
の国際会議「アジア海賊対策地域協力協定（ReCAAP）特別会合」において参加者に対して長野県産ワインや食材など
を直接ＰＲしました。

アジア海賊対策地域協力協定（ReCAAP）特別会合
開催日・ ・ 平成27年11月５日（木）～７日（土）
場所・ ・ 軽井沢プリンスホテル
会合目的・ 平成28年３月にReCAAP創設10周年会合がシンガポールで開催されるため、・ ・ ・ ・
・ ・ その会合に向けた準備会合
参加者・ ・ ReCAAP締結20カ国から約40名が参加
ＰＲ内容・ 平成27年11月６日（金）のReCAAP事務局主催夕食会において次の内容のＰＲを実施

・ ・ 藤巻進軽井沢町長による歓迎挨拶
・ ・ 鏡開き（県産酒酒樽の提供）
・ ・ 長野県産ワインやリンゴの提供
・ ・ 長野県産食材を使ったオードブルの提供　など

国際会議における長野県の魅力発信
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●（仮称）閣僚会合開催自治体連絡会議
・ 開催日・ 平成27年12月18日（金）
　場所・ 神戸市保健大臣会合推進室会議室
・ 参加自治体・ 茨城県、三重県、香川県、仙台市、新潟市、神戸市、倉敷市、広島市、北九州市、長野県

●第１回伊勢志摩サミット・関係閣僚会合開催自治体連絡会議
・ 開催日・ 平成28年１月28日（木）　
　場所・ 三重県志摩庁舎2階大会議室
・ 参加自治体・ 茨城県、富山県、三重県、香川県、仙台市、新潟市、神戸市、倉敷市、広島市、北九州市、長野県

●伊勢志摩サミットおよび関係閣僚会合自治体による総理大臣官邸への表敬訪問
・ 開催日・ 平成28年３月10日（木）　
　場所・ 総理大臣官邸
・ 参加自治体・ 茨城県、富山県、三重県、香川県、仙台市、新潟市、神戸市、倉敷市、広島市、北九州市、長野県

●第２回伊勢志摩サミット・関係閣僚会合開催自治体連絡会議
・ 開催日・ 平成28年７月29日（金）　
　場所　・ 神戸市役所1号館1141会議室
・ 参加自治体・ 茨城県、三重県、香川県、仙台市、新潟市、神戸市、北九州市、長野県

●新潟市イベントでのＰＲ（長野県、軽井沢町）
・ 「Ｇ７新潟農業大臣会合開催記念シンポジウム・食の交流会」
・ 開催日・ 平成28年１月24日（日）　
　場所・ ホテルイタリア軒

●富山県イベントでのＰＲ（長野県、軽井沢町）
・ 「Ｇ７富山環境大臣会合関連イベント～気候変動シンポジウムｉｎ富山～」
・ 開催日・ 平成28年１月30日（土）　
・ 場所・ 富山国際会議場

他開催地との連携
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広報PRツールの制作（町民会議）

ポスター　Ｂ1版・1,300枚　Ｂ２版・1,000枚　Ｂ3版・1,300枚

コルトンボックス　軽井沢駅に設置

ピンバッジ　2,000個

❶チラシ（日本語版　18,000枚・英語版　10,000枚）
❷クリアファイル　13,000枚
❸絵葉書　３枚１組　13,000セット
❹ＲＵＩＺＡちゃん名刺　300枚

カウントダウンボード　
1基

名刺用台紙
120箱（１箱100枚入り）

ステッカー　13,000枚

❶ ❷

❸

❹



私鉄電車内広告

東京メトロ駅構内

G7 TRANSPORT MINISTERS’MEETING IN KARUIZAWA,NAGANO

首都圏でのPR

スタジオアルタ大型ビジョン



会合開催後の取組
4Report
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大使館とのシンポジウム
　軽井沢への欧米諸国からの来訪者拡大と世界に通じるリゾート都市「軽井沢」の確立に向けて、Ｇ７交通大臣会合を契機
に親交を深めることができたＧ７関連大使館等から担当職員を招聘して、軽井沢関係者の見識を深めるシンポジウムを開
催しました。
　また、シンポジウムに先立ち大使館等職員の軽井沢に関する知見を広めていただくため町内視察を実施しました。

日時・ 平成28年10月11日（火）10:00～14:30
主催・ 一般社団法人軽井沢観光協会
参加大使館等・ ドイツ大使館、フランス観光開発機構
内容・ 町内視察（10:00～12:00）
・ 軽井沢ショー記念礼拝堂
　・ 旧碓氷峠見晴台
・ 熊野皇大神社
・ 雲場池
・ 万平ホテル
・ シンポジウム（13:00～14:30）
　　　　　　　　タイトル　「世界に通じるリゾートを目指して」
　　　　　　　　～リゾート地として滞在してもらうには何をすべきなのか、そのヒントを探る～
　　　　　　　　進　行　開会挨拶、趣旨説明（土屋芳春軽井沢観光協会会長）　
　　　　　　　　　　　　プレゼンテーション（フランス観光開発機構　エリック　オリヴィエ氏）
　　　　　　　　　　　　プレゼンテーション（ドイツ大使館　ダニエル　オッケンフェルト氏）
　　　　　　　　　　　　座談会（上記３名）
　　　　　　　　参加者　地元観光関係者や軽井沢町町民会議の構成員等約30名



　Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合を一過性のものとせず、更なる国際交流や国際連携等を推進するため、会合の準

備段階から親交を深めてきたＧ７関連大使館等と地元関係者との交流会を開催しました。

日時・ ・平成28年10月11日（火）15:00～ 16:40
場所・ ・軽井沢千住博美術館
主催・ ・Ｇ７交通大臣会合長野県推進協議会
・ ・2016年サミット交通大臣会合推進軽井沢町町民会議
出席者・ドイツ大使館、フランス観光開発機構
・ ・長野県推進協議会や軽井沢町町民会議の構成員等約70名
内容・ ・進行（MC　近藤サト氏）
・ ・開会挨拶　（阿部守一長野県知事）
・ ・Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合開催報告
・ ・トークセッション（日本画家千住博氏、建築家西沢立衛氏）
・ ・演奏会（作曲家千住明氏のピアノとヴァイオリニスト千住真理子氏のヴァイオリン）
・ ・懇談（長野県産食材の軽食や長野県産ワインを交えての出席者による懇談）
・ ・閉会挨拶（藤巻進軽井沢町長）

［会合開催後の取組］

大使館との交流会
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G7 TRANSPORT MINISTERS’ MEETING IN KARUIZAWA,NAGANO

　（名　称）
第１条・ 本会は、2016年サミット交通大臣会合推進軽井沢町町民会議（以下「町民会議」という。）という。
　（目　的）
第２条・ 町民会議は、2016年に日本で開催される主要国首脳会議に伴う交通大臣会合の軽井沢開催に向けて必要な
　事業を行うことを目的とする。
　（事　業）
第３条・ 町民会議は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。
　（１）　町内の機運醸成に関する事業
　（２）　国内外から訪問する関係者のおもてなし及び広報・ＰＲに関する事業
　（３）　その他町民会議の目的を達成するために必要な事業
　（構成員）
第４条　町民会議は、別表１の団体等により構成する。
　（役　員）
第５条　町民会議に次の役員を置く。
　（１）会　　長　　　１名
　（２）副 会 長　　　若干名
　（３）監　　事　　　２名以内
　（役員の選任）
第６条　会長、副会長、監事は総会において選任する。
２　役員の任期は、第14条の規定により、町民会議が解散することとなる日までとする。
３　役員が任期の途中において、所属の職を辞した時は、当該役員の残任期間は当該所属の後任者をもって充てる。
４　会長は、役員に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて、補充することができる。
　（役員の職務）
第７条　会長は、町民会議を代表し、会務を総理する。
２　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
３　監事は、町民会議の財務を監査する。
　（顧　問）
第８条　町民会議に顧問を置き、軽井沢町長及び軽井沢町議会議長とする。
　（会　議）
第９条　町民会議は会長が招集し、その議長となる。
２　会議は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
　（１）規約の制定及び改廃に関すること
　（２）事業計画の決定及び事業報告の承認に関すること
　（３）予算の決定及び決算の承認に関すること
　（４）その他、会長が必要と認める事項
３　会議は、構成員の過半数の出席をもって開催する。
４　会議は出席者の過半数で議事を決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
５　会長が必要と認める場合、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、議決に代えることができる。
６　会議の報酬は無報酬とする。

2016年サミット交通大臣会合推進軽井沢町町民会議規約



　（部　会）
第10条・ 町民会議の下に部会を置くことができる。
　（会長の専決処分）
第11条　会長は、会議を招集するいとまがないとき、または会議の権限に属する事項で簡易なものについては、会議で
　議決すべき事項について専決処分することができる。
２　会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の会議において報告しなければならない。ただし、簡易
　なものについては、この限りではない。
　（事務局）
第12条・ 町民会議の事務局は、軽井沢町企画課に置く。
　（会　計）
第13条・ 町民会議の経費は委託料及びその他の収入をもって充てる。
２　町民会議の会計年度は、毎年４月１日から、翌年３月31日までとする。
　（解　散）
第14条　町民会議は、第２条に規定する目的が達成されたときに、総会の議決により解散する。
２　町民会議が解散するときに存する委託料を除く残余財産については、解散時に協議する。
　（その他）
第15条・ この規約に定めのあるもののほか、町民会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

　附則
１　この規約は平成27年７月29日から施行する。
２　町民会議の平成27年度における会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立の日から平成28年３月31日まで
　とする。
　※別表1は省略

町民会議役職 団体名 役職名

会長 軽井沢リゾート会議都市推進協議会 会長

副会長 軽井沢町商工会 会長

副会長 軽井沢町区長会 会長

監事 長野県信用組合軽井沢支店 支店長

監事 上田信用金庫軽井沢支店 支店長

軽井沢旅館組合 組合長

（社）軽井沢青年会議所 理事長

軽井沢ロータリークラブ 会長

軽井沢ライオンズクラブ 会長

（社）軽井沢観光協会 副会長

株式会社プリンスホテル 総支配人

東日本旅客鉄道㈱　軽井沢駅 駅長

しなの鉄道㈱　軽井沢駅 駅長

中部電力㈱軽井沢サービスステーション 所長

軽井沢町建設業協会 会長

NPO法人軽井沢国際交流協会 理事長

軽井沢ガイドサービス 代表

2016年サミット交通大臣会合推進軽井沢町町民会議　会員名簿
町民会議役職 団体名 役職名

軽井沢警察署 署長

佐久広域連合軽井沢消防署 署長

軽井沢町教育委員会 委員長

八十二銀行　軽井沢支店 支店長

八十二銀行　中軽井沢支店 支店長

郵便局㈱　軽井沢郵便局 局長

佐久浅間農業協同組合軽井沢支所 支所長

軽井沢町老人クラブ連合会 会長

軽井沢町連合衛生委員会 会長

軽井沢交通安全協会 会長

軽井沢町交通指導委員会 会長

軽井沢町別荘管理防犯組合 組合長

軽井沢地区ハイヤー・タクシー防犯組合 組合長

軽井沢町社会福祉協議会 会長

軽井沢町消防団 団長

軽井沢町赤十字奉仕団 委員長

佐久食品衛生協会軽井沢支部 副支部長

［関係資料］



年 月日 内容 掲載ページ

平成27年

7月3日 交通大臣会合の「長野県軽井沢町」での開催が閣議決定

7月17日 軽井沢町、閣僚会合推進係を設置 92

7月29日 軽井沢町において「2016年サミット交通大臣会合推進軽井沢町町民会議」を設立 50

7月31日 太田国土交通大臣が、Ｇ７交通大臣会合を平成28年9月24日・25日で開催すると発表

8月4日 長野県が全庁的な連携を図るため「Ｇ７交通大臣会合長野県推進本部」準備会開催 49

8月26日 長野県庁において「Ｇ７交通大臣会合長野県推進本部」を設立 49

9月11日 2016年主要国首脳会議（サミット）長野県誘致推進協議会の解散決定
長野県が官民一体となった「Ｇ７交通大臣会合長野県推進協議会」設立準備会開催 48

9月11日 町民会議会員の軽井沢ガイドサービスが通訳・ガイド育成研修会を開催

9月17日 ドイツフランクフルトにおいて第1回Ｇ７交通大臣会合が開催( ～ 18日） 51

9月25日 長野県庁において「Ｇ７交通大臣会合長野県推進協議会」を設立 48

11月13日 長野県庁において第1回県推進協議会幹事会開催 48

11月17日 軽井沢町内において第2回町民会議を開催 50

11月29日 軽井沢町の旧三笠ホテルにおいて300日前記念セレモニー開催 60

平成28年

1月1日 国土交通省へ県から職員1名派遣（～平成29年3月31日） 92

1月19日 小学生との国際交流プログラムを実施( ～ 2月22日) 66

1月24日 Ｇ７農業大臣会合が開催される新潟市の記念シンポジウム・食の交流会において開催ＰＲ 69、76

1月30日 Ｇ７環境大臣会合が開催される富山市の記念シンポッジウムにおいて開催ＰＲ 69、76

2月19日 地元招聘による伊大使館の軽井沢現地視察 52

2月23日 ジャパンタイムズによるプレスツアー実施( ～ 24日) 71

3月5日 軽井沢アイスパークにおいて町民会議主催の200日前イベント開催 61

3月13日 長野市若里市民文化ホールにおいて県推進協議会主催の200日前イベント開催 61

3月17日 国土交通省主催によるＧ７大使館現地視察（伊、仏） 52

3月21日 ＳＢＣ主催のこどもフェスタにおいて開催ＰＲ 61

3月23日 国土交通省主催によるＧ７大使館現地視察（米、加、独、英、ＥＵ） 52

3月24日 地元招聘による独、英、ＥＵ各大使館の軽井沢現地視察 52

4月15日 長野県庁において第2回県推進協議会幹事会開催 48

5月9日 軽井沢町役場において第3回町民会議を開催 50

5月12日 長野県庁議会棟において第1回推進本部幹事会・関係機関連絡会議開催 49

5月24日 長野市内において県推進協議会第2回総会開催 48

5月26日 三重県伊勢志摩において伊勢志摩サミット開催( ～ 27日)

5月28日 軽井沢町内で第１回クリーンアップ事業を実施 58

6月9日 推進協議会と「山の日」記念全国大会実行委員会と共催で海外メディア対象のプレスツアー実施( ～ 10日) 71

6月11日 長野市エムウェーブで開催の信州カーフェスタにおいて開催ＰＲ( ～ 12日) 69

6月16日 200日前ウィークイベントで坂城町出身の小松美羽氏が描いた絵画を軽井沢駅に設置 62

6月17日 小学生との国際交流プログラムを実施( ～ 7月15日) 66

6月18日 軽井沢町内において町民会議主催の100日前イベント・第4回町民会議開催 50

6月24日 長野県坂城町出身の小松美羽氏に国土交通大臣からＧ７交通大臣会合アンバサダーを委嘱 65

6月25日 長野県南信工科短期大学校において県推進協議会主催の100日前イベント開催 62

7月13日 長野県の消防、医療、危機管理等の関係課による推進本部ロジ対策部会設置 49

7月26日 第２回推進本部ロジ対策部会・関係機関合同会議（国土交通省から日程が9月23日～9月25日に変更になった旨の説明） 49

7月28日 外務省との共催による在京大使館職員の県内視察ツアーの実施( ～ 29日) 75

7月30日 長野市ビッグハットで開催の信州環境フェアにおいて開催ＰＲ( ～ 31日) 69

7月30日 歴史民俗資料館、追分宿郷土館、（旧）駅舎記念館で「交通」をテーマにした特別企画展を開催( ～ 10月2日) 68

8月6日 長野県立歴史館主催のイベントに出展し開催ＰＲ( ～ 7日) 69

8月12日 安曇野スイス村において県推進協議会主催の50日前イベント開催 63

8月29日 長野県庁において第3回県推進協議会幹事会開催・
長野県庁議会棟において第2回推進本部幹事会開催

48
49

9月4日 軽井沢町風越公園において県推進協議会、町民会議等の共催による直前イベント開催 64

9月5日 軽井沢町万平ホテルで「外国人おもてなし研究シンポジウム」開催 57

9月7日 ＪＲ軽井沢駅で県警本部、佐久広域連合消防本部、軽井沢警察署、ＪＲ軽井沢駅等がテロ対策訓練を実施 59

9月13日 軽井沢町内で「Ｇ７クリーンアップ大作戦」を実施 58

9月13日 軽井沢プリンスホテルにおいて歓迎夕食会提供のワイン選考委員会開催

9月16日 軽井沢町別荘管理防犯組合による町内パトロール( ～ 25日)

9月23日 軽井沢町においてＧ７長野県・軽井沢交通大臣会合開催( ～ 25日)

10月11日 軽井沢千住博美術館においてG7関連大使館との交流会開催 83

開催決定後の主な取組経過

［関係資料］



G7 TRANSPORT MINISTERS’ MEETING IN KARUIZAWA,NAGANO

Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合宣言
交通インフラ整備及び老朽化への対応のための基本的戦略
平成28年9月24日

○・　交通インフラは、長期間にわたって、成長、繁栄そして雇用の基盤をな

すとともに、幅広く国民生活の質や社会経済活動を支えるものである。

○・　我々、Ｇ７交通大臣及び欧州委員会交通担当委員は、Ｇ７伊勢志摩サ

ミットで支持された「質の高いインフラ投資の推進のためのＧ７伊勢志

摩原則」は健全な交通インフラ投資のための指針となるものであること

を確認した。本原則に基づき交通インフラ整備を進める中で、質の高い

交通インフラは、強固で、持続可能な、かつ、均衡ある成長を促進し、社

会における強じん性を向上させるために必要であると我々は認識した。

○・　交通インフラ投資は、新規インフラ整備と既存インフラのメンテナン

スの双方のために必要である。

　・　新規投資については、安全性向上効果、防災・減災効果、環境負荷低

減効果、交通の持続可能性向上効果のほか、民間投資や観光、雇用などを

増加させつつ、中長期にわたり経済を成長させる効果、すなわちストック

効果に着目し将来にわたって計画的・継続的に十分な投資を行うことが重

要であると我々は認識した。また、交通インフラの更なる改善に繋げるた

め、我々は経済、環境及び社会に与える多様かつ中長期的なストック効果

を適切に把握することも重要であるという認識を共有した。　・ ・

　メンテナンスの投資については、既存の交通インフラの長寿命化を

図り、その結果として新規投資への余力を確保するため、中長期的な視

点に立った投資計画により、予防保全型の維持管理を導入することが

重要であると我々は確認した。更に、我々は更新投資を含むメンテナン

スコストの縮減・平準化に資する新技術の開発・導入を奨励する。我々

はこれらの取り組みの知見を共有することに合意した。また、必要に応

じて、予算編成の過程において、またインセンティブを付与することに

より、予防保全型の維持管理を奨励することも重要であると我々は確

認した。

○・　交通インフラ投資のファイナンスについて、政府・公的主体は、中長

期的な視点に立って、老朽化する交通インフラも見据え、適切で十分な

財政資金を確保することが重要であると我々は確認した。我々は、状況

に応じて、ＰＰＰ・利用者負担を含む革新的な資金の導入を奨励する。

　その際、ＰＰＰを含む革新的な資金の活用に関して、我々は、代替的

なファイナンスの手段としてのＰＰＰ・利用者負担についての公共の理

解を醸成する効率的な方法や交通プロジェクトに関する革新的なファ

イナンスのスキームを含め、ベストプラクティスと教訓を共有すること

に合意した。

○・　我々は、特に、プロジェクトの実施を促進し、収入源の明確な予見性

を確保するため、適切な投資環境を強化し、越境プロジェクトに関する

手続きの合理化を含め、デュープロセス及び透明性を促進するための

Ｇ７各国による共同の努力が不可欠であるとの点において、交通分野

における「質の高いインフラ投資の推進のためのＧ７伊勢志摩原則」の

妥当性を確認した。

○・・　我々は、交通インフラの投資や利用にあたって、効率的な渋滞対策、

物流効率化、アクセシビリティの向上やＩＣＴや自動化といった革新的

な技術をあらゆる交通モードで活用することなどにより、生産性を向上

させることが重要であるという認識を共有した。この取組は強固で、持

続可能な、かつ、均衡ある経済成長に繋がるものである。・ ・

　具体的には、既存の交通インフラの効用を最大限発揮する賢い利用

の推進のために革新的な技術の活用を奨励することが重要であると

我々は確認した。また、我々は、計画、調査・測量、設計、施工、検査、維

持管理・更新を含む交通インフラ整備のあらゆるプロセスにＩＣＴを活

用することにより、交通インフラの生産性が抜本的に向上されるという

認識で一致した。ＩＣＴは、交通インフラの持続可能性及び強靭性を高

めるためにも活用されるべきである。

○・　世界のあらゆる国々における質の高いインフラ整備の推進は、全て

の国の経済成長に繋がるため重要である。我々は、Ｇ７伊勢志摩サミッ

トで支持された「質の高いインフラ投資の推進のためのＧ７伊勢志摩

原則」に沿って、ライフサイクルコストで見た経済的効率性、雇用創出、

能力構築及び現地への技術・ノウハウの伝達などに繋がるインフラ支援

を推進することが重要であるという認識を共有した。また、我々は、交

通インフラ整備の他、交通分野全般において、Ｇ７伊勢志摩首脳宣言に

則って、女性の活躍を促進することに合意する。

○・　我々は、次回のＧ７議長国であるイタリアが、2017年の交通大臣会

合を開催するとの意志を歓迎する。（以上）
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○・　我々、Ｇ７交通大臣及び欧州委員会交通担当委員は、自動車及び道路

に関する最新技術が持続可能な交通のためのコンセプトに組み込まれ

ることで、道路交通、モビリティ、産業及び社会全体を革新・変革する

上で大きな役割を果たしていくとの認識を共有する。

○・　特に、我々は、自動運転技術や関連するＩＴＳ技術の実用化が、バス

やトラックへの適用を含め、交通事故の数や規模の削減だけでなく、交

通渋滞の減少、物流を含めた効率性の改善、環境及び健康への影響の

軽減、（Ｇ７伊勢志摩首脳宣言に沿って、特に女性にとっての）運転者の

負担軽減と機会の拡大に資する可能性があることを認識する。これら

の技術は、交通モード間の統合を促進し、また、他の交通の選択肢を提

供することにより、特に高齢者、障害者や遠隔地・過疎地に住む人々に

とっての、モビリティや交通アクセスを改善することも期待される。こ

うした可能性や期待を踏まえて、これらの技術の活用を促進することに

より、世界で最も安全・安心で包摂的な道路交通社会を実現していく決

意を表明する。

○・　我々は、自動車の自動運転技術の早期実用化について相互に協力し、

リーダーシップを発揮していく。その際、産学官がよく連携して、自動

運転技術の安全かつ効果的な実用化に取り組むことが重要であるとの

認識を共有する。

○・　我々は、昨年のＧ７交通大臣会合では、自動運転に関し、国際標準化

の推進、データ保護・サイバーセキュリティの確保、法的課題への対応、

研究の調整に関連する課題を認識した。

○・　我々は、Ｇ７交通ワーキンググループにおけるこのような課題に対す

る最近の議論の進捗を歓迎するとともに、国連欧州経済委員会でのこ

のような課題に関する取組の進捗を確認する。

○・　我々は、重複を避け、また、交通安全とともに、それぞれの交通シス

テムの効率性、環境性能を向上させるため、関心を共有し、自動運転技

術に関する研究・開発において協力するとの認識を共有する。我々は、

特に重要な研究課題として、ヒューマン・マシーン・インターフェース、

インフラ及び社会的受容性の分野の重要性を強調する。我々は、目的の

達成のため、これらの課題についてさらに詳しく検討するためのワーキ

ンググループを設置する。この結果は、適切に策定され国際的に調和し

た未来志向の規制その他の措置の基礎を形づくるべきものである。

○・　我々は、安全な実証実験と自動運転車の実用化を確保するため、製造

業者への指導やその他の措置が必要であることに合意する。普及可能

性のある自動車の実証実験を行う製造業者等は、これらの自動車の実

証実験及び実用化のための基準及び条件が、幅広く適用される方法で

定められることによる恩恵を受けることとなる。我々は、自動運転車の

実証実験をより調和した方法で行う観点から、ベストプラクティス及び

実証実験から得られた教訓の共有に努める。

○・　我々は、自動運転技術に関するいかなる将来の規制枠組みも、その

技術の進化・改良を許容するため、イノベーションを促進するものでな

ければならないことを認識する。また、その規制枠組みは、国境を越え

た相互運用性を促進する一方で、交通安全、環境性能を改善し、消費者

ニーズに合致するものでなければならない。

○・　イノベーションの促進のため、我々は、自動車基準調和世界フォーラ

ムの場等の国内又は国際レベルにおいて、必要に応じて、自動運転技

術に対する潜在的な規制障壁を取り除くことに努めることに合意する。

交通の安全性を高めつつ、イノベーションの機会を保持する必要性を

考慮して、我々は、健全な科学及び証拠に基づき、適切な場合には、適

切に策定され国際的に調和した未来志向の規制その他の措置を発展さ

せる努力を強化することに合意する。

○・　サイバーセキュリティ及びデータ保護については、データ処理・アク

セスに関するより広範な問題において重要となっており、我々は、車両

やインフラへの不正アクセスを防止し、個人のプライバシーや個人情

報を保護するため、ガイドラインやその他の措置の適時の整備や定期

的な更新の必要性を認識する。車両データへのアクセスに関して、我々

は、データ共有がもたらし得る価値を認識する一方、政策の立案に当

たって、データセキュリティや個人のプライバシーを保護し、安全を確

保し、イノベーションと競争を奨励することの慎重なバランスをとる

必要があることに留意する。それぞれの法的・政策的環境に照らして、

我々がこれらの課題に関する調整をすべきとの認識を共有する。また、

我々は、自動運転車の安全な実用化や運用のために必要となる妨害の

ない安全な通信を確保するため、周波数の取り扱いの重要性について

認識する。

○・　我々は、混在する交通状況において自動運転がもたらす利益を最大

化するため、実用化戦略を整備する必要性を認識する。あわせて、信頼

性、相互運用性、消費者による受入れを促進するため、これらの戦略を

共有することの必要性を認識する。

○・　また、我々は、より安全・安心かつ効率的な、持続可能で統合された

交通システムを実現するため、プローブ情報の利活用や、高速道路での

逆走等の安全上重大な道路事故につながる事象の効果的な予防策をは

じめとする、路車間や車車間での通信を含むＩＴＳ技術の活用の重要

性について認識し、これらの技術に関する情報共有を図り、開発や実用

化に向けた取組を推進するとの認識を共有する。

○・　気候変動の喫緊の課題に対処するパリ協定の野心的な目標の達成の

ためには、自動運転技術にとどまらず、低排出又は無排出の車の普及

が、交通及びエネルギーシステム全体への完全な統合を含め、重要であ

る。我々は、水素エネルギーを用いた燃料電池自動車、バッテリー電気

自動車、プラグイン・ハイブリッド自動車、天然ガス自動車等の次世代

自動車のそれぞれの強み・特性を勘案しつつ、更なる普及促進の取組を

推進し、地球環境及び地域環境、汚染、エネルギーの問題に対処する目

的で、世界を率先するとの認識を共有する。この点において、我々は、

リマ・パリ行動アジェンダの下での共同イニシアティブを歓迎する。

○・　我々は、次回のＧ７議長国であるイタリアが、2017年の交通大臣会

合を開催するとの意志を歓迎する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（以上）

Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合宣言
自動車及び道路に関する最新技術の開発・普及
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