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G7広島サミットに向けた
市⺠社会の活動



1.G7サミットとは
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毎年1回、「主要国」の首脳が集まり、経済・環境・保健・人道支援などの地
球規模課題を議論し、意思決定の調整を行う非公式な政治フォーラム。

カナダ、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリアおよびEU
とゲスト参加国・国際機関によって構成される。

2023年は日本政府が議長国となり、5月19日（金）〜21日（日）に広島で首
脳会合を、日本各地で14の閣僚会合を開催。

G7広島サミット公式ウェブサイト https://www.g7hiroshima.go.jp/

G7サミット概要

https://www.g7hiroshima.go.jp/
https://www.g7hiroshima.go.jp/summit/schedule/
https://www.g7hiroshima.go.jp/ministerialmeetings/
https://www.g7hiroshima.go.jp/


G7広島サミット
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　前文
　持続可能な地球　　　　気候・エネルギー
　　　　　　　　　　　　環境
　経済的安定及び変革　　世界経済と金融
　　　　　　　　　　　　貿易・サプライチェーン
　　　　　　　　　　　　雇用及び公正な移行
　健康な生活　　　　　　パンデミックに対する予防、備え及び対応
　　　　　　　　　　　　グローバルヘルス・アーキテクチャー
　より良い未来への投資　持続可能なインフラ
　　　　　　　　　　　　持続可能な開発
　外交及び安全保障政策
　共により強く　　　　　ジェンダー平等
　　　　　　　　　　　　過激主義、偽情報、外国の干渉及び腐敗
　　　　　　　　　　　　デジタル化
　結論

G7エルマウサミット首脳宣言（2022年6月26-28日）
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https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_005632.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100364051.pdf


「G7首脳が、広島の地から、核兵器の惨禍を二度と起こさない、武力侵略は断固
として拒否する、との力強いコミットメントを世界に示したいと思います。ま
た、普遍的価値と国際ルールに基づく、新たな時代の秩序作りをG7が主導してい
く意思を歴史の重みをもって示す。そうしたサミットにしたいと考えていま
す。」
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岸田文雄総理（2023年G7議長）演説（2022年6月28日記者会見）

���ロイター

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2022/0628kaiken.html


「力による一方的な現状変更の試みや核兵器による威嚇、その使用を断固として
拒否し、法の支配に基づく国際秩序を守り抜く」

「エネルギー・食料安全保障を含む世界経済、ウクライナやインド太平洋を含む
地域情勢、核軍縮・不拡散、経済安全保障、また、気候変動、保健、開発といっ
た地球規模の課題など、国際社会が直面する課題」

「次世代の若者たちや、そのまた次の世代の子供たちが、世界の課題に目を向
け、行動する貴重なきっかけに」
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岸田文雄総理ビデオメッセージ（2023年1月4日発表）

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/discourse/20230104message.html
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/discourse/20230104message.html


「G7広島サミット及びG7長崎保健大臣会合では、これまでのG7における議論踏
まえ、人間の安全保障の重要性を強調しつつ、以下3つの分野に焦点を当てる。」

ア　公衆衛生危機のためのグローバルヘルス・アーキテクチャーの強化
　新型コロナの教訓に基づき、健康危機に備えた政策、ガバナンス及び資金メカニズム等の強化が必要。

イ　ポスト・コロナの新しい時代に向けたUHCの推進
　新型コロナで後退した感染症、非感染性疾患、母子保健、健康な高齢化を始めとする保健課題に効果的に対応
する保健システムの強化が必要。

ウ　デジタル領域を含むヘルス・イノベーションの促進
　パンデミック対応や現下の保健課題（薬剤耐性（AMR）等）のための研究開発を加速する必要。将来の健康
危機が発生する前に研究開発に必要なインフラと能力を強化するとともに、健康危機に対する効果的な早期警戒
に資する世界的なサーベイランスのネットワークの構築が必要。
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岸田文雄総理「The Lancet」寄稿（2023年1月21日発表）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100448846.pdf


��広�島���
⾸脳会合

倉敷
労働雇⽤⼤⾂

⾼松
都市⼤⾂

⼤阪
貿易⼤⾂

志摩
交通⼤⾂

⾦沢・富⼭
教育⼤⾂

札幌
気候・エネルギー・環境⼤⾂

仙台
科学技術⼤⾂

軽井沢
外務⼤⾂

⻑崎
保健⼤⾂
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ジェンダー平等⼤⾂
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2023年　G7サミット
首脳会合・閣僚会合
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2.G7広島サミットに向けた
市⺠社会の動き
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G7広島サミットに向けて
どんな活動をしたいですか？
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��WG ��WG 保�WG ��WG ��WG 核兵器廃絶WG

G7広島サミットは「対話のチャンス」！

ビジネス
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・首脳会合
・閣僚大臣会合
・シェルパ会合
・分野別作業部会

＊7つの「エンゲージメントグループ」　
　がG7に対して政策提言を行う

＊C7は6つのワーキンググループ（WG)
　が政策提言書を作成

労働市民社会 科学 シンクタンク 女性 若者

＊C7の事務局は
　「G7市民社会コアリション2023」が務める

＊C7には
　世界中の
　市民社会が
　参加



18名で構成される「運営委員会」で意思決定を行う。
分野別ワーキンググループ（WG）ごとに政策提言書を作成。
2023年4月13日（木）・14日（金）に「C7サミット」を開催し、G7議長を
務める岸田文雄総理に政策提言書を手渡す。
必要に応じて、C7単独または他のエンゲージメントグループとの共同声明を
発表する（国際保健、開かれた社会、LGBTQIA+およびSOGIESC）。
G7広島サミット首脳会合で発表される首脳宣言の内容を分析・評価し、国際
メディアセンター（IMC）でメディアに対して発信する。
C7の活動を振り返り、評価を行う。
次期議長国を務めるイタリアの市民社会に対して引き継ぎを行う。
C7の事務局は、「G7市民社会コアリション2023」が務める。
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C7の活動

https://civil7.org/committee/
https://civil7.org/working_group/
https://civil7.org/news/385/
https://g7-cso-coalition-japan-2023.mystrikingly.com/


C7運営委員会（Steering Committee）
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G7各国の市民社会（フランス除く）と分野・地域ごとの代表18名で構成。
日本からは以下の3名が参加。

　　　木内 真理子（ワールド・ビジョン・ジャパン　事務局長）
　　　松原 裕樹（ひろしまNPOセンター　専務理事・事務局長）
　　　堀内 葵（国際協力NGOセンター　シニアアドボカシーオフィサー）
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気候・環境正義WG

 遠藤理紗（JACSES）
 Harjeet�Singh（CAN�International）

公平な経済への移⾏WG
 内⽥聖⼦（PARC）
 Aldo�Caliari（Jubilee�USA）

国際保健WG
�
 稲場雅紀（AJF/GII）
 Stefania�Burbo�(Global�Health�
         Italian�Network)

⼈道⽀援と紛争WG

 柴⽥裕⼦（JPF）
 Jeremy�Wellard�(ICVA)

しなやかで開かれた社会WG

 ⼩池宏隆（Greenpeace�Japan）
 Narayan�Adhikari�(Accountability�Lab)

核兵器廃絶WG

 畠⼭澄⼦（ピースボート）
 Susi�Snyder（ICAN）

C7ワーキンググループ　国内・国際コーディネーター
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活動の振り返り・評価、C7イタリアへの引き継ぎ

2023年1月、C7ウェブサイトにて分野別WG登録開始

1月から3月にかけて、各WGがオンライン会議を通じて政策提言書を作成

G7シェルパとの面会および閣僚大臣会合への政策提言

4月13-14日、C7サミットにてG7議長にC7コミュニケ（政策提言書）を提出

5月19-21日、G7広島サミット首脳会合開催に合わせて、
国際メディアセンター（IMC）で記者会見を実施

C7のプロセス

C7イタリアへの引き継ぎ

https://civil7.org/get_involved/


2023年
�4⽉13⽇(⽊)・14⽇(⾦)
C7サミット開催！（東京＆オンライン）



ショルツ首相（中央）に政策提言書を手渡すC7運営委員（両端）
（2022年5月、C7サミットにて）
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設立日  2022年5月10日（火）

設立目的
 本会は、2023年に日本で開催されるG7サミット首脳会議および関連閣僚会議に、市民社会の
声が反映され、2030アジェンダが掲げる「誰ひとり取り残さない社会」の実現に貢献できる
よう、議長国である日本政府を含むG7各国政府に働きかけることを目的とします。

共同代表  木内 真理子（特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン　事務局長）
 松原 裕樹（特定非営利活動法人 ひろしまNPOセンター　専務理事・事務局長）

幹事団体
（計14団体）

 アジア太平洋資料センター（PARC）／SDGs市民社会ネットワーク／「環境・持続社会」研
究センター（JACSES）／環境パートナーシップ会議（EPC）／関西NGO協議会／国際協力
NGOセンター（JANIC）／GII/IDIに関する外務省/NGO定期懇談会／持続可能な開発に向け
たジャパンユースプラットフォーム（JYPS）／DPI日本会議／日本NPOセンター／PIECES／
ピースボート／ひろしまNPOセンター／ワールド・ビジョン・ジャパン

監事  シャプラニール＝市民による海外協力の会

会員  団体会員（112団体）、個人会員（64名）　＊2023年2月7日現在

共同事務局  国際協力NGOセンター（JANIC）、SDGs市民社会ネットワーク

ウェブサイト  https://g7-cso-coalition-japan-2023.mystrikingly.com/

G7市民社会コアリション2023

https://g7-cso-coalition-japan-2023.mystrikingly.com/
https://g7-cso-coalition-japan-2023.mystrikingly.com/


1.日本国内外の市民社会と協力したG7関連会合に対する政策提言
　　→C7WGでの政策提言書の作成、大臣会合に向けた提言とりまとめなど
2.日本政府との面会およびサミット関連の情報収集
　　→2022年6月・9月・12月に鈴木シェルパ、小野シェルパ、中村サブシェルパと面会
3.他のエンゲージメント・グループとの連携構築
　　→W7との共同声明発表（LGBTQIA+、SOGIESC）
4.グローバルな市民社会が開催する「C7サミット」への協力
　　→4/13（木）・14（金）開催、会場・プログラム・登壇者の調整
5.首脳会合開催地の市民社会との連携および「市民社会サミット」の開催
　　→「G7広島市民サミット」（4/15-17開催）、全国CSOの情報交換会の開催
6.市民社会による活動の広報や啓発キャンペーン
　　→ウェブサイト、各SNS運営、会員向け勉強会の開催、イベント登壇、記者会見など
7.その他、目的に資する活動
　　→資金管理、報道採録、活動振り返り＆評価、イタリア市民社会への引き継ぎなど 20

G7市民社会コアリション2023の活動

https://g7-cso-coalition-japan-2023.mystrikingly.com/blog/230213-c7-w7-joint-statement


札幌：「G7・アースデイ 札幌オープンフォーラム」（4/15-16開催）
新潟：円卓会議「地域と世界を良くするお金の使い方」開催
志摩：交通大臣会合に向けた地域における「移動の自由」を考える（仮）
金沢・富山：不登校、子どもの権利条約などに関するアドボカシー（仮）
大阪：貿易大臣会合に向けた啓発勉強会（4/1開催）
岡山：労働雇用大臣会合に向けた市民社会の勉強会
広島：「G7広島市民サミット」（4/15-17開催）
高松：プラットフォーム「ローカルSDGs四国」を中心とした勉強会
長崎：保健大臣会合に向けた長崎大学・NGOによるオンライン勉強会（仮）
宮崎：農業大臣会合に向けたオンライン勉強会（3/22開催）

G7広島サミットに向けた全国のNGO/NPOの動き
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@G7CSO2023

@G7CSO2023

@G7CSO2023
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最新情報は「G7市民社会コアリション2023」の各種SNSで！

https://twitter.com/G7CSO2023
https://www.facebook.com/G7CSO2023/
https://www.instagram.com/g7cso2023/
https://twitter.com/G7CSO2023
https://twitter.com/G7CSO2023
https://www.facebook.com/G7CSO2023
https://www.instagram.com/g7cso2023/

