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2019 年 G20 ⼤阪サミットに係る報告について 
 
 

令和元年７⽉ 25 ⽇ 
大 阪 府 

 
１．住⺠・事業者のご協⼒による円滑な会議環境の確保 

〇住⺠・事業者のご協⼒により⾃動⾞の交通量が抑制され、円滑な会議環境の確保が実現 
 

２．サミットでの「⼤阪」の名を冠したビジョン等の合意 
〇データ流通等にかかるルール作りを進めるプロセス「⼤阪トラック」の⽴ち上げを宣⾔ 
〇海洋プラスチックごみによる新たな汚染を 2050 年までにゼロにすることを⽬指す 

「⼤阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を各国と共有 
 

３．⼤阪・関⻄のおもてなし・魅⼒発信 
ウェルカムメッセージボードで首脳をお出迎え 
・本会議場（6 号館）フロントで、クリーンアップ作戦のボランティア約 320 名の 
メッセージを貼り付けた歓迎ボードで首脳の到着をお出迎え 

 
協議会主催歓迎レセプション 

１．⽇時︓令和元年 6 ⽉ 27 ⽇（⽊）19:30〜21:00 
２．場所︓リーガロイヤルホテル ３階光琳の間 
３．出席者︓約 350 名  ※参加国・機関、参加者数は精査中 

○国内参加者約 170 名 
○25 の国と国際機関の代表等 約 180 名 

   アメリカ、中国、ドイツ、フランス、カナダ、イギリス、イタリア、アルゼンチン、 
メキシコ、インドネシア、インド、オーストラリア、ベトナム、トルコ、韓国、チリ、 
オランダ、シンガポール、ＥＵ、ＡＤＢ、ＷＨＯ、ＷＢＧ、ＯＥＣＤ、 
ＩＭＦ、ＩＬＯ 

 
 

 
 

⼤阪・関⻄魅⼒発信スペース（27〜30 ⽇） 
１．展⽰期間︓令和元年 6 ⽉ 27 ⽇〜30 ⽇ 
２．場所︓インテックス 3 号館 
３．展⽰内容︓ 

 

 

 

  

鳥取しゃんしゃん祭り ⻑浜曳⼭祭り 

資料３
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大阪・関⻄が持つ「伝統⼯芸」「⾷」「産業技術」 
「歴史⽂化」や 2025 万博などの多彩な魅⼒を、 
「過去」「現在」「未来」の 3 つの区分で展⽰。 
おもてなしの視点で、体験型ブースを中心に 
「伝統⽂化」「⾷」「産業技術」などをテーマに構成。  
広域連合からは「ワールドマスターズゲーム 2021 関⻄」 
の広報や「海洋プラスチックごみ」への取組を実施。 

４．来場者︓延べ 6,659 人のメディア関係者等が来場し、 
大阪・関⻄の魅⼒発信に貢献。 

⽇時 6/27 6/28 6/29 6/30 計 
延べ人数 2,025 2,418 1,921 295 6,659 

５．政府関係者等視察︓河野外務大⾂、⽯⽥総務大⾂、バッハＩＯＣ会⻑など 
 
 
 

プレスキット（27〜28 ⽇） 
１．配付枚数︓3,000 セット 
２．配付場所︓インテックス大阪 6 号館 3Ｆ国際メディアセンター⼊⼝ 
３．内容︓ノート、泉州タオル、コースター及びチャーム、マグカップ、絵葉書、 

2025 大阪・関⻄万博パンフレット、ワールドマスターズゲームズ 
2021 関⻄リーフレット及びピンバッジ、 
地元産品と観光資源推薦リスト（CD-ROM）など 
※品物・資料は、企業・団体等からの協賛による 

（参考︓国プレスキット）サミットバッグ（帆布製）、ステンレスボトル、クリアファイル、てぬぐい、あぶらとり紙など 
 
配偶者プログラム（28、29 ⽇） 

１．⽇時︓令和元年 6 ⽉ 28 ⽇〜29 ⽇ 
２．場所︓東福寺、大阪府庁本館（府議会議場、正庁の間） 
３．概要︓2 ⽇間で２０の国・国際機関の首脳配偶者が参加、京都・東福寺や大阪府庁に 

おいて、⽂化⾏事やシンポジウム、昼⾷会を開催 
 
 
 
 
 

 
 

⼤阪・関⻄の⾷材等の提供 
協議会主催のレセプション、国主催のワーキングランチ、⼣⾷会などで大阪・関⻄の⾷材をふんだんに活⽤。また、

インテックス 3 号館のライブキッチンやメディアダイニング、関⻄ブースの⼩料理屋でも多数の大阪・関⻄の⾷を提供。  

 

 

 

   

 ワールドマスターズゲームズ 
海洋プラスチックごみ 

東福寺（京都） 
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（前⽇レセプション） 

⾷材︓⽶︓みずかがみ（滋賀）、⽇吉豚（京都）、明石だこ（兵庫） 
    三輪そうめん（奈良）、紀の国みかんどり・桃（和歌⼭）、 
    メロン・スイカ（鳥取）、スダチ（徳島） 
飲料︓「松の司」・「喜楽⻑」（滋賀）、「平安京」・「神楽」（京都）、 

「菊正宗焼稀」・「⽩鷺の城」（兵庫）、 
「つげのひむろ」・「御代菊」（奈良）、 
「紀伊国屋文左衛門」・「⿊⽜」（和歌⼭）、 
「穣」・「御殿櫻」（徳島）など 

＊その他、⽇本酒の飲み比べブースを設置し、大阪府から 14 銘柄、 
関⻄広域連合構成府県から 12 銘柄、計 26 銘柄の⽇本酒を提供。 

 
 

 
（総理⼣⾷会・カクテルパーティ） 

⾷材︓鱧 ・ 鯒 ・ 但馬⽜（兵庫）、梅干し（和歌⼭）、  
賀茂茄子（京都）、葛粉（奈良）、醤油（滋賀） 

飲料︓「秋⿅ 純⽶大吟醸 ⼀貫造り」、「梅酒ゴールデンパーティー」、  
「北畑 合名⼭デラウェア 2015」、「ピルスナー」、 
「KOBE WINE Benediction2016」、「ノセミネラルソーダ」、 
「抹茶 ⻘雲（京都）」、「バッハコーヒー オリジナルブレンド」など 
 

（ワーキングランチ） 
＜１⽇⽬＞ 

⾷材︓パンプキン（前菜）、枝⾖（前菜）、チェリートマト（前菜）、 
魚庭あこう（主菜）（肉抜きメニュー）、茄子（主菜）、 
デラウェア（デザート） 

飲料︓「ノセミネラルソーダ+和歌⼭産ゆず果汁」、「⼿焙り京番茶（京都）」 
＜２⽇⽬＞ 

⾷材︓なにわ⿊⽜（弁当）、卵（弁当）、枝⾖（弁当）、 
スズキ（弁当）、河内鴨（弁当）、胡麻（弁当）、 
⾖腐（弁当） 

飲料︓「赤⽶酒 伊根満開（京都）」、「ほうじ茶（京都）」 
 

（コーヒーブレイク） 
⾷材︓とら吉のトラ焼、かわち娘、Mattew&Chris.P 
飲料︓「ほうじ茶なにわ」、「利休の詩（⽩）」、「能勢ジンジャーエール」など 
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（プレスダイニング、代表団レストラン） 
⾷材︓近江⽶みずかがみ ・ 近江⽜ ・ 近江しゃも（滋賀） 
     京都丹波⼤⿊本しめじ ・ 京つけもの ・ 京とうふ ・ 賀茂茄子（京都） 
     こうのとりの育む⽶ ・ 淡路島⽟ねぎ ・ 但馬⽜ ・ 明石だこ ・ こうべ旬彩（兵庫） 
     ⼤和丸なす ・ ⼤和⾁鶏 ・ ヤマトポーク（奈良） 
     がんこおやじのフルーツトマト ・ 紀州勝浦産生まぐろ ・ イブの恵あらびきウィンナー（和歌⼭） 
     ⽩ねぎ ・ 鳥取地鶏ピヨ（鳥取） 
     阿波尾鶏（徳島） 
 
 
 
 
 
 
 
 

（魅⼒発信スペース⼩料理屋） 
⾷材︓筥すし、⼋尾えだまめ、泉州⽔なすのマリネ、デラウェアの果肉とジュレ、真昆布 
飲料︓「特選利休の詩（煎茶）」、「浅⽕ほうじ茶 ⽕男（ひょっとこ）」、「ノセナチュラルウォーター/箕⾯柚

子サイダー」、「カタシモのひやしあめ濃縮/大阪産デラウェアジュース」、「瓶ラムネ」 
 
 

 
 
 
 
 

各国・機関の首脳及び配偶者への贈呈品  
１．期間︓令和元年 6 ⽉ 28 ⽇〜29 ⽇ 
２．対象︓各国・機関の首脳及び配偶者 
３．内容︓＜国贈呈品＞  

首脳︓天満切子ペアロックグラス（大阪）、 
輪島塗 ボールペン「雅⾵」（大阪） 
配偶者︓茶器・茶道具⼀式（京都） 

＜地元協議会贈呈品＞ 
首脳︓大阪浪華錫器 茶壺 イブシ（大阪） 
配偶者︓京漆器 ぶどう蒔絵 宝石箱（京都） 
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プレスツアー 
・産業⾯の強みをはじめ、大阪・関⻄のもつ様々な魅⼒を PR するため、在東京や海外の外国メディア 
関係者を対象としたツアーを開催（計 7 回 のべ 53 人参加） 

＜協議会主催＞3 回 のべ 30 人参加（第 1 回 7 カ国 13 人、第 2 回 5 か国９人、第 3 回 6 カ国 8 人）  
＜国・大阪観光局・関⻄観光本部主催＞ 4 回 のべ 23 人参加 
 

 
 

その他 
 ・サミット記念撮影等を通じて、インテックス、大阪城、大阪府庁舎等が世界に発信された。 
 

４．子ども・若者たちの参加 
⼤阪・関⻄魅⼒発信スペースでの活動 

○学⽣通訳ボランティア 36 人が魅⼒発信スペースの各ブースに⽴ち、通訳サポートとして活動 
「専⾨⽤語が多く通訳に苦労した」などの振り返りもあるが、若者たちが G20 大阪サミットを通じて貴重な経験

を積んだと感じている。 
・4 ⽇間の延べ海外対応人数︓845 人（27〜29 ⽇の累計） 
 
 
 
 
 
 

配偶者プログラムでのシンポジウム参加 
○阪南市⼩学⽣ 9 人、和歌⼭市⼩学生３人、尼崎市中学生３人、関大北陽⾼校⽣ 3 人、関大大学⽣ 6
人等による「海の環境改善」について発表 

       ・ 阪南市⽴⻄⿃取⼩ … アマモについての啓発、⽔の無駄遣いをやめよう 
  ・ 阪南市⽴舞⼩ … ゴミの分別 

・ 阪南市⽴下荘⼩及び関大北陽⾼ … 海岸でのゴミ拾い、世界の海は繋がっている 
・ 和歌⼭市⽴和歌浦⼩学校 … 干潟の環境改善 
・ 尼崎市⽴成良中学校 … 循環型社会の構築 

 
【参考︓次世代の子ども達への理解促進】 

 ◆子ども新聞・ＤＶＤの制作・配布 
・タブロイド版を府内の⼩・中・支援学校の子どもたちに配付〔約 74 万部・約 1,600 校〕 
・連動した DVD を府内の⼩・中・⾼等学校・支援学校に配付〔約 1,800 校〕 

   

   

 

ＡＴＯＵＮ（奈良） ⼤塚国際美術館（徳島） 島精機製作所（和歌⼭） 消防モリタ（兵庫） 





■　G20⼤阪サミット開催に伴って活用された地元産品等の状況について 〔2019.7.2時点で判明している主なもの〕（⼀部再掲あり）

滋賀県 京都府 ⼤阪府 兵庫県 奈良県 和歌⼭県 鳥取県 徳島県

(大塚オーミ陶業)
※大塚国際美術館に社⻑
が来て説明

伊根の⾈屋、丹後ちりめん
織元たゆたう、傘松公園、
観光列⾞「あかまつ」号　他

インテックス大阪、咲洲庁舎展望台、川村義
肢、ハードロック⼯業、さかい利晶の杜、仁徳
天皇陵、吉本興業　他

モリタ、音羽電機⼯業、ノエ
ビアスタジアム神⼾、神⼾プ
レジール(神⼾ビーフ)、明⽯
海峡大橋

ATOUN
菱豊フリーズシステムズ

島精機製作所
岡⽥織物

大塚国際美術館
四国化⼯機
本家松浦酒造

「大阪産」
なにわ⿊⽜、⽝鳴豚、⽔茄子
泉州玉ねぎ、泉州穴子　他

神⼾ビーフ

奈良県産⽶粉、ホテル朝⾷
(興福寺精進汁、大和茶漬
け、奈良漬け、柿の葉寿
司、三輪そうめん）

紀州うめどり、⾼野⼭ごま⾖
腐、⾼野⾖腐

椎茸・胡瓜・鰤・足
⾚海⽼、⽶(コシヒ
カリ)、阿波尾鶏ミ
ンチ

情報展⽰スペース
・ライブキッチン 6⽉27⽇〜30⽇

信楽焼、⻑浜曳⼭祭り
近江⽜、陶板による⽂化財
と名画の複製
他

京焼・清⽔焼
京友禅、⻄陣織
祇園祭、和菓子
京野菜
ムラタセイサク君　他

⽂楽人形、堺打刃物
天神祭、浪華錫器
⽔なす、枝⾖、デラウェア
ダ・ヴィンチ　アンドロイド
フィギィア　他

有⾺籠（⽵製花籠）
南京町春節祭
神⼾ビーフ
コミュニケーション・ロボット
ATOM　他

⾚膚焼、⾼⼭茶筌
奈良⼀⼑彫⽴雛
柿の葉寿司、大和野菜
他

那智⿊硯
那智の扇祭り
南⾼梅（⽩干梅）
蔵出温州みかんジュース
他

なつめ、因州和紙製
品
⿃取しゃんしゃん祭り
⿃取すいか
とっとり松葉がに　他

阿波おどり、阿波
奴凧
阿波和三盆糖
阿波しじら織スピー
カー

大阪・関⻄歓迎
レセプション 6⽉27⽇

⽶（みずかがみ）、　　⽇本
酒（松の司純⽶大吟醸
⿊、喜楽⻑純⽶大吟醸）

⽇吉豚、宇治抹茶アイスク
リーム、
⽇本酒（⽉の桂純⽶大吟
醸　平安亰、辛⼝五紋神楽
KAGURA無濾過⽣原酒中
汲み）

スズキ、穴子（泉州）、舌平⽬（泉州）、
大阪ウメビーフ、泉州⽔茄子、野菜（サラダ・
スープ）、卵（能勢町⼩⾕産）
ワイン（カタシモワイナリー、飛⿃ワイン、河内
ワイン、仲村ワイン⼯房）、⽇本酒（國乃
⻑大吟醸、純⽶吟醸百六⼗三年⽬乃お
酒、特別本醸造原酒緑⼀、純⽶大吟醸秋
⿅⼀貫造り、元朝大吟醸、三輪福純⽶大
吟⽶の華、吉野杉の樽酒、荘の郷純⽶酒、
純⽶大吟醸無我無心、DAIMON45純⽶
大吟醸、大吟醸雫酒片野桜、純⽶大吟醸
織姫の⾥、天野酒大吟醸、吟醸酒井真
成）

明⽯タコ、
⽇本酒（櫻正宗焼稀大吟
醸、純⽶大吟醸⽩鷺の
城）

三輪そうめん、
⽇本酒（つげのひむろ菩提
酛純⽶、御代菊⽔酛純
⽶）

紀の国みかんどり、桃、
⽇本酒（純⽶酒紀伊国屋
⽂左衛⾨、純⽶大吟醸⿊
⽜）

メロン、すいか

スダチ、
⽇本酒（今⼩町
純⽶大吟醸穣、
御殿桜大吟醸）

ワーキングランチ 6⽉27⽇、28⽇

⾚万願寺唐辛子
茄子
⽩味噌
⼿焙り京番茶、ほうじ茶
⾚⽶酒伊根満開

枝⾖、茄子、デラウェア
なにわ⿊⽜、河内鴨
魚庭あこう、スズキ
宮ノ下スパークリング2014　他

丹波地鶏
播州百⽇鶏 いちじく

総理夫妻主催
⼣⾷会 6⽉28⽇ 醤油 賀茂茄子

抹茶⻘雲

河内鴨、なにわ⿊⽜
⾦太郎鰯、泉州⽔茄子
⼋尾枝⾖、⽇本酒秋⿅純⽶大吟醸⼀貫造
り
他

鱧、鯒（こち）
但⾺⽜
KOBE WINE
Benediction2016

葛粉 梅干し

大津うずしおレンコ
ン
阿波⽜(ハラール認
証)

プレスダイニング 6⽉27⽇〜30⽇
近江⽶みずかがみ
近江⽜、近江しゃも

京都丹波大⿊本しめじ
京つけもの、京とうふ
賀茂茄子　他

⼋尾枝⾖、大阪なす、
泉州⽔なす、デラウェア、ベビーリーフ、なにわ
⿊⽜泉州穴子、泉だこ
岩おこし　他

こうのとりの育むお⽶
淡路島玉ねぎ
但⾺⽜、明⽯だこ
こうべ旬菜　他

大和丸なす、大和肉鶏
ヤマトポーク

がんこおやじのﾌﾙｰﾂﾄﾏﾄ
紀州勝浦産⽣まぐろ、
ｲﾌﾞの恵あらびきｳｲﾝﾅｰ　他

⽩ねぎ
⿃取地どりピヨ 阿波尾鶏

各国首脳等向け
贈呈品 6⽉28⽇、29⽇ 京漆器ぶどう蒔絵宝⽯箱 大阪浪華錫器茶壺　　　イブシ

プレスバッグ 6⽉27⽇〜30⽇
ノート（コクヨ）
泉州タオル
コースター・チャーム（縁樹の糸）

絵葉書 マグカップ（大洋技研）

⾏事等 ⽇時
構成府県市ごとの状況（主なもの）

プレスツアー
   上段︓訪問地
    下段︓⾷事提供

2019年3⽉〜6⽉




