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県内の工業高校の生徒が製作した 
Ｇ７広島サミットカウントダウンボードを設置します！ 

 
 
 
 
 
１ 趣旨 

  Ｇ７広島サミット開催の周知を図るとともに、地元の歓迎機運を高めることを

目的として、県内の交通結節点にカウントダウンボードを設置し、来訪者や市

民・県民等の目に触れる場所で開催までのカウントダウンを行います。 

  県内の工業高校の生徒が製作したカウントダウンボードの除幕式を行いますの

で、是非取材をお願いします。 

 

 

２ 除幕式について 

  次の高校が製作したカウントダウンボードについて、それぞれ除幕式を実施し

ます。 

製作校 除幕式場所 日時 

広島県立 

広島工業高等学校 

広島空港 12月 11日（日） 

10時～10時 30分 

広島県立 

宮島工業高等学校 

宮島口旅客ターミナル 12月 18日（日） 

11時～11時 30分 

広島市立 

広島工業高等学校 

広島市立 

広島工業高等学校体育館 

12月 23日（金） 

15時～15時 30分 

出席者等の詳細については、次ページを御覧ください。 

 

（製作風景） 

  

令和４年 12月２日（金） 

【問合せ先】 

広島サミット県民会議事務局 

事業推進課 平野 

電話 082-225-8186 

 

広島県立 

広島工業高等学校 

  
広島県立 

宮島工業高等学校 

 

広島市立 

広島工業高等学校 
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（１）広島県立広島工業高等学校製作のカウントダウンボード除幕式 

日時 令和４年１２月１１日(日)１０：００～１０：３０ 

場所 広島空港 ２階 国際線側ロビー 

出席者 広島サミット県民会議事務局 事務総長 山根 健嗣 

三原市 経営企画部長（市長代理）   植村 正宏 

広島国際空港株式会社 代表取締役社長 中村 康浩 

広島県立広島工業高等学校 校長    吉村 薫 

広島県立広島工業高等学校 製作に携わった生徒の皆様 

次第 ① 開会 

② 挨拶 

  三原市 経営企画部長（市長代理） 植村 正宏 

  広島国際空港株式会社 代表取締役社長 中村 康浩 

③ カウントダウンボード除幕 

④ 記念撮影 

⑤ カウントダウンボード紹介 製作に携わった生徒の代表者 

⑥ 閉会 

（閉会後囲み取材） 

設置場所 広島空港 

除幕式後、広島空港２階保安検査場前に移動し、サミット開催まで設

置します。 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

設置場所 除幕式実施場所 

２階 
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（２）広島県立宮島工業高等学校製作のカウントダウンボード除幕式 

日時 令和４年１２月１８日(日)１１：００～１１：３０ 

場所 宮島口旅客ターミナル前 

出席者 広島サミット県民会議事務局 事務局長 村上 慎一郎 

廿日市市長              松本 太郎 

広島県立宮島工業高等学校 校長    青木 靖樹 

広島県立宮島工業高等学校 製作に携わった生徒の皆様 

広島県立宮島工業高等学校 吹奏楽部 

次第 ① 開会 

② 広島県立宮島工業高等学校 吹奏楽部による演奏 

③ 挨拶 

  廿日市市長  松本 太郎 

  広島県立宮島工業高等学校 校長 青木 靖樹 

④ カウントダウンボード除幕 

⑤ 記念撮影 

⑥ カウントダウンボード紹介 製作に携わった生徒の代表者 

⑦ 閉会 

（閉会後囲み取材） 

設置場所 宮島口旅客ターミナル 

除幕式後、宮島口旅客ターミナル１階はつこいマーケット横に移動

し、サミット開催まで設置します。 

（見取図）   

 

     

                  ※雨天時は設置場所付近で 

除幕式を実施します。 

 

設置場所 

除幕式実施場所 
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（３）広島市立広島工業高等学校製作のカウントダウンボード除幕式 

日時 令和４年１２月２３日(金)１５：００～１５：３０ 

場所 広島市立広島工業高等学校 体育館 

出席者 広島サミット県民会議事務局 事務局長   村上 慎一郎 

広島市副市長               前  健一 

株式会社広島バスセンター 代表取締役社長 岡村 清治 

広島市立広島工業高等学校 校長      岡田 雄一 

広島市立広島工業高等学校 製作に携わった生徒の皆様 

広島市立広島工業高等学校 在校生 

次第 ① 開会 

② 挨拶 

  広島市副市長   前  健一 

  株式会社広島バスセンター 代表取締役社長 岡村 清治 

③ カウントダウンボード除幕（特別な布を使用） 

④ 記念撮影 

⑤ カウントダウンボード紹介 製作に携わった生徒の代表者 

⑥ 閉会 

（閉会後囲み取材） 

設置場所 広島バスセンター 

除幕式後、広島バスセンター３階バスターミナル待合室出入口付近に

移動し、サミット開催まで設置します。（１６時３０分頃設置完了予定

です。） 

※設置時についても撮影及び利用者への取材可能です。（ラッシュ時に

より混雑が予想されるため、利用者への配慮をお願いします。） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※除幕式は広島市立広島工業高等学校で実施

します。 
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４ 除幕式の取材について 

  除幕式の取材を希望される場合は、当事務局に事前に別紙申込書より、それぞ

れの期日までにお申込みください。 

製作校 除幕式場所 申込期限 

広島県立 

広島工業高等学校 
広島空港 12月７日（水）正午 

広島県立 

宮島工業高等学校 
宮島口旅客ターミナル 12月 14日（水）正午 

広島市立 

広島工業高等学校 

広島市立 

広島工業高等学校体育館 
12月 19日（月）正午 

※広島空港の取材を希望される場合は、下記 URL から事前に注意事項を御確認いた

だき、取材申請書を作成してください。申請書については、広島サミット県民会議

事務局で取りまとめますので、事務局へ提出をお願いします。 

（URL: https://www.hij.airport.jp/media/interview.html） 

 

５ その他 

  １１月１７日（木）にプレスリリースした「G7 広島サミットカウントダウンボ

ード 新たに県内４つの高校の生徒が製作に取り組みますので、製作過程を御取

材ください！」（URL: https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/509034.pdf）

で御案内したとおり、サミット開催１００日前に向けた取組として、県内のデザ

インやものづくりを学ぶ生徒が製作に取り組んでいます。この取組についても、

ぜひ取材ください。 

設置場所 

広島バスセンターHP から引用 

https://www.hij.airport.jp/media/interview.html


 

 

県内の工業高校の生徒が製作した 

G7 広島サミットカウントダウンボードを設置します！ 

 

取材参加申込書 

会 社 名  

所 在 地  

電 話  

F A X  

e - m a i l  

参加者氏名  

取材希望日 

「〇」をご記入くださ

い。 

12月 11日 

広島空港 

12月 18日 

宮島口旅客 

ターミナル 

12月 23日 

広島市立広島 

工業高等学校 

12月 23日 

広島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 

    

※参加申し込みは、参加申込書に必要事項を御記入のうえ、広島空港の取材は１２

月７日（水）正午まで、宮島口旅客ターミナルの取材は１２月１４日（水）正午ま

で、広島市立広島工業高等学校及び広島バスセンターの取材は１２月１９日（月）

正午までにメールまたは FAXにてお申し込みください。 

※広島空港の取材を希望される場合は、下記 URLから事前に注意事項を御確認いた

だき、別途取材申請書を作成してください。申請書については、広島サミット県民

会議事務局で取りまとめますので、事務局へ提出をお願いします。 

（URL:https://www.hij.airport.jp/media/interview.html） 

※いただいた個人情報は、この目的にのみ使用します。 

（提出先） 

広島サミット県民会議事務局 

事業推進課 情報発信係 梶谷 

Fax：082-225-8394 

E-mail：jigyo@hiroshima-summit2023.jp 

https://www.hij.airport.jp/media/interview.html

