
 

Ｇ２０茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会 設立総会 

 
 

日時：平成３０年８月２日（木）１５：００～ 
会場：県庁１１階共用会議室１１０６ 

 
 

次   第 

 
１ 開  会 

 
 
２ あいさつ 

  ・茨城県知事 大井川 和彦 
  ・つくば市長 五十嵐 立青 
  ・経済産業省大臣官房審議官（通商政策局担当） 松尾 剛彦 
  ・外務省経済局参事官 林 禎二 
  ・総務省国際戦略局次長 宮本 昭彦 
 
３ Ｇ２０貿易・デジタル経済大臣会合の茨城県開催について 

 

 

４ Ｇ２０茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会の設立（案）について 

 

 

５ 議  題 

 （１）第１号議案 Ｇ２０茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会規約（案） 

 （２）第２号議案 役員の選任について 

 （３）第３号議案 顧問の委嘱について 

（４）第４号議案 基本方針（案） 

 
 
６ 質  疑 

 
 
７ 閉  会 

 



平成３０年８月２日 
茨城県営業戦略部 

Ｇ２０貿易・デジタル経済大臣会合の茨城県開催について 

 
 
１ 日程 

  ２０１９年６月８日（土）・９日（日） 
 
２ 場所 

  つくば国際会議場（つくば市） 
 
３ 概要・目的 

  自由貿易の推進やＩｏＴ，ＡＩ等の革新的技術を通じて，世界の経済成長を力強いもの

とするためのＧ２０の取組について議論される予定。 
 
４ 首脳会議・関係閣僚会合 

会合名 開催地 日程 
首脳会議 大阪府大阪市 2019 年 6月 28 日･29 日 

財務大臣・中央銀行総裁会議 福岡県福岡市 2019 年 6月 8日･9 日 

労働雇用大臣会合 愛媛県松山市 2019 年 9月 1日･2 日 

観光大臣会合 北海道倶知安町 2019 年 10 月 25 日･26 日 

農業大臣会合 新潟県新潟市 2019 年 5月 11 日･12 日 

貿易・デジタル経済大臣会合 茨城県つくば市 2019 年 6月 8日･9 日 

持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合  長野県軽井沢町 2019 年 6月 15 日･16 日 

保健大臣会合 岡山県岡山市 2019 年 10 月 19 日･20 日 

外務大臣会合 愛知県 2019 年 11 月 22 日･23 日 

 

（参考１）Ｇ２０サミット（「金融・世界経済に関する首脳会合」）について 

  Ｇ２０サミット構成国・地域の首脳が参加して毎年開催される国際会議。（構成国・地域

以外の招待国や国際機関等も参加） 
リーマン・ショックを契機に発生した経済・金融危機に対処するため，２００８年１１

月，主要先進国・新興国の首脳が参画するフォーラムとして，従来のＧ２０財務大臣・中央

銀行総裁会議が首脳級に格上げされ，ワシントンＤＣで第１回が開催。 

 

（参考２）構成国・地域 

  Ｇ７（フランス，アメリカ，英国，ドイツ，日本，イタリア，カナダの７か国及び欧州連

合（ＥＵ））に加え，アルゼンチン，オーストラリア，ブラジル，中国，インド，インドネ

シア，メキシコ，韓国，ロシア，サウジアラビア，南アフリカ，トルコ 

資料１ 



平成３０年８月２日 
茨城県営業戦略部 

Ｇ２０茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会の設立（案）について 

 
 
１ 目的 

  Ｇ２０貿易・デジタル経済大臣会合の成功を期するため，官民一体となった茨城県全体

の受け入れ体制を確立し，支援・協力を行うとともに，心のこもったおもてなしの提供や，

大臣会合の機会を捉えて，世界に向けた本県の魅力を発信し，本県の活性化に資すること

を目的とする。 
 
２ 事業 

  協議会は上記の目的を達成するため，次の事業を行う。  
（１）大臣会合に対する支援，協力及び受け入れに向けた準備の推進に関すること  
（２）各国の要人等へのおもてなしに関すること 
（３）海外に向けた茨城の様々な魅力の発信に関すること  
（４）その他協議会の目的を達成するために必要な事業に関すること 

 
３ 構成員 

  会員：行政，議会，観光，経済など計２９の団体・企業等 
  顧問：茨城県選出国会議員 
 
４ 会議の開催予定 

  第１回（ 2 0 1 8 年 8 月 ）：基本方針等に関すること 

  第２回（2018 年 10 月）：事業計画・予算等に関すること 

  第３回（ 2 0 1 9 年 6 月 ）：事業報告等に関すること 

  決算後，解散 

 

（参考）誘致等経緯 

2017 年 11 月 24 日 外務省へ誘致計画案提出 

2018 年 02 月 19 日 梶山地方創生担当大臣へ要望（知事） 

2018 年 02 月 23 日 本県選出国会議員へ要望（東京事務所長，国際課長） 

2018 年 03 月 2 日 内閣総理大臣へ要望（自民党県連，副知事） 

2018 年 04 月 2 日 Ｇ２０貿易・デジタル経済大臣会合の茨城開催が決定 

2018 年 05 月 22 日 
Ｇ２０貿易・デジタル経済大臣会合の開催日が 2019 年 6 月 8 日・9

日，会場がつくば国際会議場に決定 

 

資料２ 
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Ｇ２０茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会規約（案） 

 

（名称）  

第１条 本会は，Ｇ２０茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会（以下「協

議会」という。）と称する。  

 

（目的）  

第２条 協議会は，２０１９年に茨城県つくば市で行なわれるＧ２０貿易・デジタル経

済大臣会合（以下「大臣会合」という。）の成功を期するため，官民一体となった茨

城県全体の受け入れ体制を確立し，支援・協力を行うとともに，心のこもったおもて

なしの提供や，大臣会合の機会を捉えて，世界に向けた本県の魅力を発信し，本県の

活性化に資することを目的とする。  

 

（事業）  

第３条 協議会は前条の目的を達成するため，次の事業を行う。  

（１）大臣会合に対する支援，協力及び受け入れに向けた準備の推進に関すること  

（２）各国の要人等へのおもてなしに関すること 

（３）海外に向けた茨城の様々な魅力発信に関すること 

（４）その他協議会の目的を達成するために必要な事業に関すること  

 

（会員）  

第４条 協議会は，別表の会員をもって構成する。 

２ 会長は，必要と認めるとき，協議会に新たな会員を参加させることができる。 

 

（役員）  

第５条 会長は，茨城県知事をもって充てる。  

２ 副会長は，つくば市長をもって充てる。 

３ 監事は，総会の承認を得て，会員の中から会長が委嘱する。 

 

（役員等の職務）  

第６条 会長は，協議会を代表し，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又は会長が欠けたときは，その職務

を代理する。 

３ 監事は，協議会の会計を監査する。  

 

（顧問） 

第７条 会長は，必要に応じて協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は，協議会の目的達成に必要な助言を行う。 

３ 顧問は，総会の承認を得て，会長が委嘱する。 

 

（会議の種類）  

第８条 協議会に総会を置く。  

２ 会長は，協議会の目的を推進するために必要があると認めるときは，部会を置くこ

とができる。  

３ 部会の組織及び運営に関して必要な事項は，会長が別に定める。  

第１号議案 
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（総会） 

第９条 総会は，次に掲げる事項について審議し，議決する。  

（１）協議会活動に係る基本方針に関すること。  

（２）事業計画及び予算，決算に関すること。  

（３）規約の制定及び改廃に関すること。  

（４）その他第２条の目的の達成に必要と認められること。 

２ 総会は，会長が必要に応じ召集し，これを主宰する。  

３ 総会の議決は，出席会員の過半数で決し，可否同数の場合は，会長が決定する。  

 

（会長の専決処分） 

第10条 会長は，総会の権限に属する事項で，軽易なもの，又は総会を招集する時間的

余裕がないことが明らかであるときは，その議決すべき事項を専決処分することがで

きる。 

 

（事務局）  

第11条 協議会の事務を処理するため，茨城県営業戦略部に事務局を置く。 

２ 事務局長は，茨城県営業戦略部長とし，会長の命を受けて事務を総括する。 

 

（財務） 

第12条 協議会の運営に必要な経費は，負担金その他の収入をもって充てる。 

 

（予算及び決算） 

第13条 協議会の予算は，総会の議決により定め，決算は，監事の監査を経て，総会の

承認を得なければならない。 

 

（解散） 

第14条 協議会は，事業の目的を達成したとき，総会の議決を経て解散する。 

 

（補則） 

第15条 この規約に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が別に

定める。  

 

付 則 

この規約は，平成３０年 月 日から施行する。 
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別表 

 

茨城県 

つくば市 

茨城県警察本部 

茨城県議会 

つくば市議会 

一般社団法人茨城県医師会 

一般社団法人茨城県観光物産協会 

一般社団法人茨城研究開発型企業交流協会 

茨城県酒造組合 

公益財団法人茨城県中小企業振興公社 

茨城県農業協同組合中央会 

一般社団法人茨城県ハイヤー・タクシー協会 

一般社団法人茨城県バス協会 

一般社団法人茨城県病院協会 

茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合 

茨城産業会議 

国立大学法人茨城大学 

首都圏新都市鉄道株式会社 

株式会社常陽銀行 

全国農業協同組合連合会茨城県本部 

一般社団法人つくば観光コンベンション協会 

国立大学法人筑波技術大学 

株式会社筑波銀行 

一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構 

つくば市区会連合会 

国立大学法人筑波大学 

一般財団法人つくば都市交通センター 

日本貿易振興機構茨城貿易情報センター 

東日本高速道路株式会社関東支社  

 



役員の選任について 

 

 

本協議会規約第５条の規定により，以下の役員を選任する。 

 

 

役員 人数 職氏名 

会 長 １名 茨城県知事 大井川 和彦 

副会長 １名 つくば市長 五十嵐 立青 

監 事 ２名 
株式会社常陽銀行 取締役頭取 笹島 律夫 

株式会社筑波銀行 代表取締役頭取 藤川 雅海 

 

第２号議案 



顧問の委嘱について 

 

 

本協議会規約第７条の規定により，顧問を委嘱する。 

 

 （五十音順） 

衆議院議員 青山 大人 

衆議院議員 浅野 哲 

衆議院議員 石井 啓一 

衆議院議員 石川 昭政 

衆議院議員 梶山 弘志 

衆議院議員 神田 裕 

衆議院議員 国光 あやの 

衆議院議員 田所 嘉徳 

衆議院議員 永岡 桂子 

衆議院議員 中村 喜四郎 

衆議院議員 額賀 福志郎 

衆議院議員 葉梨 康弘 

 （五十音順） 

参議院議員 石井 章 

参議院議員 岡田 広 

参議院議員 郡司 彰 

参議院議員 上月 良祐 

参議院議員 藤田 幸久 

 

第３号議案 



Ｇ２０茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会基本方針（案） 

 
 

Ｇ２０貿易・デジタル経済大臣会合は，Ｇ２０サミットというこれまでにない規模の国

際会議に関係して開催される注目度の高い閣僚会議であり，茨城の魅力を世界に発信する

絶好の機会である。 
大臣会合の成功を期するため，官民一体となった茨城県全体の受け入れ体制を確立し，

支援・協力を行うとともに，心のこもったおもてなしの提供や，最先端科学技術・優れたも

のづくり技術の集積，豊かな農産物，美しい自然，様々な茨城の魅力を世界に発信し，海外

からの投資や観光客を呼び込み，茨城がさらに世界に飛躍し，未来に希望の持てる「新し

い茨城づくり」に向けて，全県的な取組を展開していく。 
 
１ 開催支援 

万全の態勢で大臣会合の成功に向けて最大限の支援と協力を行う。 
＜主な取組内容＞ 

警備体制，救急医療体制，災害対応体制の検討・構築 
啓発物品，街頭広告等各種媒体による事前広報及び歓迎機運の醸成 
大臣会合に向けての連絡調整・協力体制の構築 
 

２ おもてなし 

茨城が誇る食材を使った料理や伝統・文化の披露などにより，心のこもったおもてなし

で歓迎するとともに，最先端科学技術や優れたものづくり技術の集積などといった茨城の

姿を各国の要人の方々に体感いただく。 
  ＜主な取組内容＞ 
   歓迎行事等（レセプションほか）での県産食材の提供等 
   各国大臣・大使館視察等の受け入れ 
     
３ 魅力発信 

最先端科学技術やものづくり技術の集積のほか，魅力ある自然景観，多くの文化遺産，

四季折々の食材を使った郷土料理などの茨城の魅力を，世界へ積極的に発信するとともに，

会合の開催を契機として，海外からの投資や観光客誘客の促進を図る。 
  ＜主な取組内容＞ 
   海外への本県の魅力発信の企画・実施 
   最先端科学技術・ものづくり技術の実演等の企画・実施 

第４号議案 



【構成員】 平成30年8月2日現在

所属 職 氏名

茨城県 知事 大井川　和彦

つくば市 市長 五十嵐　立青

茨城県警察本部 警備部長 川上　和夫

茨城県議会 議長 山岡　恒夫

茨城県議会 議員 鈴木　将

茨城県議会 議員 田村　けい子

茨城県議会 議員 星田　弘司

つくば市議会 議長 塩田　尚

一般社団法人茨城県医師会 会長 諸岡　信裕

一般社団法人茨城県観光物産協会 会長 大井川　和彦

一般社団法人茨城研究開発型企業交流協会 代表理事 仁衡　琢磨

茨城県酒造組合 理事長 廣瀬　淳一

公益財団法人茨城県中小企業振興公社 理事長 宇野　善昌

茨城県農業協同組合中央会 会長 佐野　治

一般社団法人茨城県ハイヤー・タクシー協会 会長 金塚　功

一般社団法人茨城県バス協会 会長 松上　英一郎

一般社団法人茨城県病院協会 会長 諸岡　信裕

茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合 理事長 吉岡　昭文

茨城産業会議 議長 渡邉　武

国立大学法人茨城大学 学長 三村　信男

首都圏新都市鉄道株式会社 代表取締役社長 柚木　浩一

株式会社常陽銀行 取締役頭取 笹島　律夫

全国農業協同組合連合会茨城県本部 県本部長 川津　修

一般社団法人つくば観光コンベンション協会 会長 五十嵐　立青

国立大学法人筑波技術大学 学長 大越　教夫

株式会社筑波銀行 代表取締役頭取 藤川　雅海

一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構 理事長 住川　雅晴

つくば市区会連合会 会長 坂本　義治

国立大学法人筑波大学 学長 永田　恭介

一般財団法人つくば都市交通センター 理事長 茂木　貴志

日本貿易振興機構茨城貿易情報センター 所長 西川　壮太郎

東日本高速道路株式会社関東支社　 谷和原管理事務所長 宮野　敏雄

【顧問】

所属 氏名

衆議院議員 青山　大人

衆議院議員 浅野　哲

衆議院議員 石井　啓一

衆議院議員 石川　昭政

衆議院議員 梶山　弘志

衆議院議員 神田　裕

衆議院議員 国光　あやの

衆議院議員 田所　嘉徳

衆議院議員 永岡　桂子

衆議院議員 中村　喜四郎

衆議院議員 額賀　福志郎

衆議院議員 葉梨　康弘

参議院議員 石井　章

参議院議員 岡田　広

参議院議員 郡司　彰

参議院議員 上月　良祐

参議院議員 藤田　幸久

Ｇ２０茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合推進協議会　名簿


