
【事業の概要】

大臣会合の会場周辺や商店街等に
勤務する皆様を対象に、接客や道
案内などの日常的な英語を紹介す
るとともに、外国人に好印象を
もっていただくためのおもてなし
方法を学んでいただいた。

主な実施事業

（１）—②英語によるおもてなし講座

●実施時期
平成28年2月2日、
3月1日、3月10日の３回

●参加者数
合計 112人

●会場
サンポートホール高松会議室
丸亀町レッツホール

参考資料１
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【事業の概要】

Ｇ７各国の駐日大使や大使館職員
等を招聘し、大臣会合の会場やホ
テル等を案内したほか、県を代表
する観光地や県産品等を紹介し、
香川県の魅力をＰＲした。

主な実施事業

（１）—③大使館関係者の事前視察ツアー等

●視察者
大使館員ツアー参加者 11人
駐日フランス大使
駐日ドイツ大使
駐大阪イタリア総領事など

●視察場所
かがわ国際会議場
栗林公園
地中美術館 など
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【事業の概要】

会合期間中の会場周辺での交通
渋滞・混雑緩和対策として、広
報誌・新聞で周知を行うととも
に、県内各所において立看板を
設置した。

（１）—④ 渋滞・混雑緩和

●実施内容
県広報誌 4月号
高松市広報誌 4月15日号
うぃラブかがわ 4月号
交通対策用看板 102箇所
警戒警備用看板８箇所
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【事業の概要】

大臣会合の開催機運を高めるととも
に、ＩＣＴによる地域の課題解決に
取り組む人材を育成するため、オー
プンデータ活用セミナーを実施した。

（２）—①オープンデータ活用セミナー

●実施時期
平成28年3月13日

●会場
e-とぴあ・かがわ

●実施内容
第一部 インプットセミナー 参加人数 35人
「オープンデータを活用して地域の課題を解決しよう」
第二部 ミニハッカソン 参加人数 29人
「５３７４（ごみなし）アプリ開発ワークショップ」
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主な実施事業



【事業の概要】

大臣会合開催を多くの皆様に知ってい
ただくとともに、若者のＩＣＴに関す
る問題意識の醸成や国際交流の促進を
図るために、Ｇ７参加国出身の大学生
らによる学生サミットを開催した。本
番の大臣会合において、学生たちがま
とめた提言を発表した。

（２）—②Ｇ７学生ICTサミット in高松

●実施時期 平成27年12月12日

●会場 かがわ国際会議場

●参加学生 Ｇ７各国とＥＵ加盟国出身の高校生・大学生10名

●コーディネーター 慶應義塾大学大学院教授 中村伊知哉氏

●傍聴者 学生・一般人等 約160人
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主な実施事業



【事業の概要】

大臣会合の会場のほか、県内観光
地や県産品、ＩＣＴに関する特徴
ある取組みなどを多くのメディア
に取り上げていただくために、外
国メディア向けのプレスツアーを
２回実施した。

（２）—③プレスツアー

●実施時期
1回目 平成27日12月12日～13日
2回目 平成28年3月5日～6日

●ツアー参加者数
合計22人

●視察場所
栗林公園・直島・小豆島・豊島
学生サミット・ICTの利活用事例など
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主な実施事業



【事業の概要】

食文化を通して、県内の児童生
徒に「Ｇ７」や「サミット」に
ついての理解を深めてもらうと
ともに、大臣会合の開催にむけ
た歓迎気運を高めることを目的
に、Ｇ７各国にちなんだ料理を
学校給食で提供する「サミット
給食」を実施した。

（２）—④サミット給食

●実施時期
平成28年1月～4月

●実施場所
県内の6市4町の小・中学校と
一部の特別支援学校の計153校 及び 一部の幼稚園
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主な実施事業



【事業の概要】

大臣会合の前日に、各国代表や
随員、ＩＣＴマルチステークホ
ルダー会議登壇者等を対象とし
た地元主催の歓迎レセプション
を実施し、地場産品を使った和
食等でおもてなしを行った。

（２）—⑤歓迎レセプション

●実施時期
平成28年4月28日

●実施場所
喜代美山荘花樹海

●参加者
Ｇ７各国代表・随員、ＩＣＴマルチステークホルダー会議登壇者
高市早苗総務大臣ほか日本政府関係者
県議会・高松市議会関係者
Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合推進協議会委員 ほか 約160名
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主な実施事業



【事業の概要】

大臣会合の開催を県民の皆様に
知っていただき、県民を挙げて歓
迎気運を高めていくために、懸垂
幕、バナーフラッグ等の歓迎装飾
を実施した。

（２）—⑥歓迎装飾

●実施内容
懸垂幕 7箇所
バナーフラッグ 95箇所
のぼり 150箇所
横断幕 18箇所

●設置場所
高松中央商店街・中央通り
サンポート高松周辺
高松空港
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主な実施事業



【事業の概要】

大臣会合参加者に対するおもて
なしのために、高松市環境美化
都市推進会議が実施する環境美
化活動と連携して、Ｇ７歓迎ク
リーンアップキャンペーンを実
施した。

（２）—⑦クリーンアップ

●実施主体
高松市環境美化都市推進会議

●実施時期
平成28年4月21日

●清掃箇所
サンポート高松周辺、中央通り、菊池寛通り

●参加者
高松市職員、香川県職員、周辺の事業所にお勤めの方
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主な実施事業



【事業の概要】

大臣会合参加者に対するおもて
なしのために、大臣会合周辺や
会場内において、県産オリジナ
ル品種や県産主要花きによる飾
花を実施した。

（２）—⑧飾花

●実施期間
平成28年4月26日～5月1日

●実施場所
サンポート高松周辺
ＪＲ高松駅コンコース
高松シンボルタワー内（記者会見場、エレベーターホール等）

●飾花内容
モニュメント飾花（ＪＲ高松駅）及びプランター飾花
県内生産者が生産した春の花壇苗（ペチュニア、マリーゴールド等）
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主な実施事業



【事業の概要】

大臣会合に参加した各国代
表らに対するおもてなしの
ために、直島町の地中美術
館を案内した。
また、ICTマルチステーク
ホルダー会議登壇者らを、
栗林公園に案内した。

（３）—①エクスカーション

●実施時期/場所
平成28年4月30日/地中美術館（各国代表ら）
平成28年4月29日/栗林公園（ICTマルチステークホルダー会議登壇者ら）

●参加者数
地中美術館 ３７人
栗林公園 ２０人
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主な実施事業



【事業の概要】

歓迎レセプションにおいて県産食
材を使ったメニューを提供すると
ともに、乾杯時に県産日本酒を使
用したほか、会場内での県産品等
の展示や伝統芸能を披露すること
で、大臣会合参加者に対して魅力
ある香川の地場産品や伝統工芸品、
伝統文化等をPRした。

（３）—②県産品等のPR
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主な実施事業



【事業の概要】

各国代表やその他
の参加者に対し、
香川・高松ならで
はの記念品を贈呈
し、歓迎の意を表
するとともに、優
れた伝統工芸品を
PRした。

（３）—③記念品

●記念品の内容
各国代表への記念品：漆器製品
その他の参加者全員への記念品：讃岐のり染小風呂敷

主な実施事業
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【事業の概要】

大臣会合の日程や概要等に加え、
「迎（おもてなし）」・「美（感
じる）」・「餐（味わう）」・
「観（赴く）」をキーワードに、
香川・高松の魅力やＭＩＣＥ環境
を紹介するページを新たに設けて、
国内外に向けた情報発信を行う。

（４）—①ホームページの開設

●実施時期
平成28年２月

（随時更新中）

餐 観

美迎
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主な実施事業



【事業の概要】

大会会合を県民の皆様に広く知っ
ていただき、県民を挙げて歓迎機
運を高めていくために、ポスター
や缶バッチ、ミニのぼり等のＰＲ
ツールを作成し、配布・掲出した。

（４）—③ PRグッズ

●広報資材の作製数
ポスター 4,300枚
チラシ 16,000枚
缶バッチ 3,000個
ミニのぼり 450個
クリアファイル 5,000枚

●主な配布先
会議施設・ホテル・公共施設
公共交通機関・イベント参加者等

主な実施事業
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