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学生ボランティア団体「G20MTM学生サポーターズ」の企画・運営により、若者世代のG20の理解促進と歓迎気

運の醸成を図り、北海道観光のさらなる発展に向けて若者自らが考える『G20観光大臣会合「学生サミット」』を開

催した。

第1部は、内閣官房主催の「地方創生ワカモノ会合」と合同で特別講演を実施し、第2部は、学生たちによるグルー

プ討論を行った。

グループ討論の結果は、学生サミット宣言として取りまとめ、令和元年（2019年）10月に開催した大臣会合の地

元主催歓迎レセプションの場で、各国の大臣や政府関係者などに向けて発表した。

（14） 学生サミット

G20MTM学生サポーターズ作成チラシ（表・裏）

　　　　　　令和元年（2019年）8月27日 13時30分～19時00分　　　　　　令和元年（2019年）8月28日   9時30分～12時00分　　　　　　札幌国際大学（札幌市清田区清田4条1丁目4番1号）　　　　　　観光で、地域は変わる　　　　　　G20観光大臣会合実行委員会、G20MTM学生サポーターズ、　　　　　　内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局、内閣府地方創生推進事務局　　　　　　札幌国際大学　　　　　　観光庁　　　　　　一般207名、学生93名（うち学生サミット参加者60名）

日 時

会 場

テ ー マ

主 催

共 催

後 援

参加人数
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第1部 G20観光大臣会合「学生サミット」及び地方創生ワカモノ会合in札幌

内閣府作成チラシ（表・裏）

第2部 G20観光大臣会合「学生サミット」

中根 一幸 氏（内閣府副大臣）／土屋 俊亮（北海道副知事）

田中 由紀 氏（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長）

菅野 薫 氏（株式会社電通CDC/Dentsu Lab Tokyo、

エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター、クリエーティブ・テクノロジスト）

伊藤 博之 氏（クリプトン・フューチャー・メディア株式会社代表取締役）

田中 由紀 氏（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長）

開会挨拶

地方創生に関する説明

特別講演①

特別講演②

第１部閉会挨拶

登壇者等プログラム

山﨑 雅生（北海道経済部次長）

遠藤 正 氏（札幌国際大学教授）ほか

G20MTM学生サポーターズ

オリエンテーション①（道内空港の民営化について）

オリエンテーション②（北海道の観光について）

グループ討論（6グループ）及び発表

学生サミット宣言発表

登壇者等プログラム
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令和元年（2019年）9月～10月

公共施設、新千歳空港、JR駅ほか

2,100枚

掲出期間

掲出箇所

枚　　数

第１部 特別講演 第２部 グループ討論

来道される各国代表団をおもてなしの心でお迎えするため、歓迎用ポスターを制作し、公共施設等に掲出した。

制作にあたっては、ウェルカム・キャッチフレーズ「ようこそ北海道・倶知安へ ここから始まる観光の未来」と、「み

んなに伝えたい北海道の魅力発信！G20観光大臣会合写真コンテスト」の入賞作品を活用し、デザインについては、

札幌市立大学の協力により学生から作品を募り、デザイン学部3年生の佐藤あみかさんの作品を採用した。

第１部 特別講演 第２部 グループ討論

学生サミット宣言発表 学生サミット参加の学生たち

（15） 歓迎用ポスター
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歓迎用ポスターのデザインを活用した中吊り広告をJR車両に掲出した。

（16） JR車両中吊り広告

令和元年（2019年）9月10日、11日に開催された「『世界津波の日』2019高校生サミットin北海道」の会場である

北海道立総合体育センター「北海きたえーる」において、G20観光大臣会合に関するパネルを展示し、世界各国、日

本各地から参加する高校生に向けて、G20観光大臣会合の北海道・倶知安町開催についてPRした。

（17） 「世界津波の日」2019高校生サミット in北海道でのパネル展示

中吊り広告 JR車両への掲出

ポスター

新千歳空港内への掲出

掲出期間

掲出路線

　

掲出箇所

令和元年（2019年）9月3日～10月26日

札幌～小樽～長万部、札幌～旭川、札幌～新十津川

蘭越～小樽～江別～医療大学、札幌～医療大学

各車両1枚、39車両
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大臣会合開催まで残り30日となった令和元年（2019年）9月24日、25日に札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・

ホ）において、「G20観光大臣会合30日前イベント」を開催した。

本イベントでは、大臣会合の主要テーマである「持続可能な観光を推進する技術革新」に関し、本道において実践

されている「観光×テック」の取組などを紹介した。　　

（18） ３０日前イベント

パネル展示

写真コンテストの作品展示 北海道の観光PR

【展示コンテンツ】

出展者 内　容

北海道運輸局

G20観光大臣会合実行委員会

（北海道国際課）

北海道観光振興機構（北海道観光局）

北海道アイヌ政策課

北海道縄文世界遺産推進室

後志総合振興局

WILLER株式会社

・AI運行バス実証実験（NTTドコモとの共同実験）

・冬の北海道スノーリゾートプロモーション（北海道索道協会との連携）

・VRブランコ（VR：virtual realityの略）

・阿寒カムイルミナプロモーション

・G20観光大臣会合PR（パネル展示、動画、ノベルティ配布）

・G20観光大臣会合写真コンテスト入賞作品の展示

・北海道の観光PR（パネル展示、動画など）

・アイヌ文化、ウポポイ開設PR（パネル展示、動画など）

・北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に向けた取組（パネル展示など）

・後志管内観光PR（パネル展示、動画など）

・観光MaaSアプリPR（MaaS：Mobility as a Serviceの略）
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来道される各国代表団や報道関係者に歓迎の意を伝えるため、令和元年（2019年）10月22日から27日まで、新

千歳空港の到着ロビーなどに歓迎装飾を行った。

（19） 新千歳空港歓迎装飾

１階到着ロビー

１階手荷物受取所出口

１階制限区域内階段付近

大臣会合PR VRブランコ
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広報紙などの道の広報媒体の活用や道と包括連携協定を締結している企業等と連携し、広報活動を展開した。

（20） 広報活動

広報紙「ほっかいどう」11月号（10月9日発行） 道ホームページトップページ

メールマガジン「Do・Ryoku」（全6回掲載） G20観光大臣会合通信（全21回掲載）

❶ 道広報媒体

道庁本庁舎1階 道政広報コーナー
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❷ 包括連携協定締結企業、タイアップ企業等との連携による広報（五十音順）

企業名 内　容

株式会社イトーヨーカ堂

株式会社えんれいしゃ

株式会社ぐるなび

サツドラホールディングス株式会社

サッポロ都市開発株式会社

株式会社セコマ

株式会社セブン-イレブン・ジャパン

総合商研株式会社

日本郵便株式会社北海道支社

株式会社パルコ

東日本高速道路株式会社

表示灯株式会社

株式会社ファミリーマート

株式会社北洋銀行

株式会社ポケモン

株式会社北海道銀行

北海道コカ・コーラボトリング株式会社

北海道テレビ放送株式会社

マックスバリュ北海道株式会社

株式会社メガ・コーポレーション

ヤマト運輸株式会社

楽天株式会社

イトーヨーカドー道内6店舗で実行委員会作成ポスターを掲出

雑誌「北海道生活」へ大臣会合について掲載

ぐるなびホームページへイベント「まるしぇ20」について掲載

サッポロドラッグストア後志管内3店舗で実行委員会作成ポスターを掲出

街頭大型ビジョン（札幌市内）でイベント「まるしぇ20」や大臣会合について放映

セイコーマート道内全店舗内で大臣会合について放送

セブンイレブン道内全店舗で発行するレシートに大臣会合について掲載

雑誌「JP01」へ大臣会合について掲載

郵便局後志管内23店舗で実行委員会作成ポスターを掲出

街頭大型ビジョン（札幌市内）でイベント「まるしぇ20」や大臣会合について放映

道内高速道路SA、PA（8か所）のデジタルサイネージで実行委員会作成ポス

ターを放映

道庁本庁舎1階のデジタルサイネージで実行委員会作成ポスター等を放映

ファミリーマート道内全店舗で実行委員会作成ポスターを掲出

北洋銀行道内全店舗で実行委員会作成ポスターを掲出

北洋銀行関係店舗で倶知安町G20観光大臣会合推進町民会議制作のPR動

画等を放映

ポケモンの画像をクリアファイル及び紙うちわに使用

北海道銀行道内全店舗で実行委員会作成ポスターを掲出

道内に設置している電光掲示板付き自動販売機でイベント「まるしぇ20」につ

いて放映

地上デジタルデータ放送で写真コンテストや大臣会合について放映

マックスバリュ道内全店舗で実行委員会作成ポスターを掲出

街頭大型ビジョン（札幌市内）でイベント「まるしぇ20」や大臣会合について放映

ヤマト運輸倶知安センター内に実行委員会作成ポスターやリーフレットを掲

出するPRブースを設置

楽天ブログ内に開設している道庁ブログ「超！！旬ほっかいどう」で「G20観光

大臣会合通信」等を掲載
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雑誌「北海道生活」への掲載

（（株）えんれいしゃ）

雑誌「JP01」への掲載

（総合商研（株））

デジタルサイネージでの放映

（東日本高速道路（株））

地上デジタル放送での放映

（北海道テレビ放送（株））

街頭大型ビジョンでの放映

（（株）メガ・コーポレーション）

PRブースの設置

（ヤマト運輸（株））

デジタルサイネージでの放映

（表示灯（株））

ホームページへの掲載

（（株）ぐるなび）

レシートへの掲載

（（株）セブン-イレブン・

ジャパン）
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地元後志管内での開催気運を醸成するため、平成31年（2019年）2月18日から後志総合振興局庁舎内の階段

に開催PRの装飾を施すとともに、4月19日から後志総合振興局道民ホール1階にPRコーナーを設置した。

（21） 後志総合振興局での PR

PRコーナー

後志地域全体で開催気運を盛り上げるとともに、G20参加国の皆様をおもてなしするため、管内２０市町村や

関連団体も様々な取組を実施した。

 （主な取組内容）

・後志管内市町村のまつりポスターへのG20ロゴ掲載（各市町村）

・後志管内市町村のまつり来場者へのノベルティ（リーフレット、ポケットティッシュ、紙うちわ、ポケモン缶バッチ

等）配布（各市町村）

・共和町役場庁舎での階段装飾（共和町）

・THE サッポロビヤガーデンでのPR（ニセコ観光圏）

・後志管内の国道及び道道の道路情報板での開催PR及び歓迎メッセージ表示（北海道開発局小樽開発建設部、

後志総合振興局建設管理部）

・小樽開発建設部庁舎1階ロビーへのPRコーナー設置（北海道開発局小樽開発建設部）

◆ 後志管内全体での気運醸成の取組

くっちゃんじゃが祭り ひらふ祭り 共和町役場庁舎での階段装飾

THE サッポロビヤガーデン 道路情報板での表示 小樽開発建設部庁舎PRコーナー

＜トピックス＞

階段装飾


