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【Y20サミット概要】
Y20(Youth 20)は、G20の公式関連組織（エンゲージメントグループ）の一つであり、G20各国の30代以下の
研究者やビジネスリーダーが集い、議論の成果を政策提言書（コミュニケ）に纏め、G20に提出しています。
本年の日本でのG20開催に伴い、関係各所の御協力のもと、弊団体がY20を開催することとなりました。
 

【Y20 Summit 2019 主催】
G7/G20 Youth Japan

 
【Y20サイドイベント日程・場所】

5月12日 高校生G20サミット (渋谷教育学園渋谷高等学校)
5月19日 G20ユーススクランブル (東京大学)
5月26日 G20 Youth Dialogue (立教大学)
5月30日〜31日 エクスカーション/スタディーツアー (国立公園) ※環境省主催

 
【Y20本会合日程・場所】

5月27日(月)〜30日(木) Y20 Summit 2019 本会合 (衆議院第一議員会館、首相官邸、首相公邸) 
 
【Y20 Summit 2019 本会合 コミュニケ共同作成者】

Y20代表団：40名
招待国・招待国際機関：6名 (オランダ、シンガポール、スペイン、IMF、WTO、世界銀行)

 
【アジェンダ】

Future of Work / Business and Environment / International Trade
 

【メディア掲載】
日本経済新聞 / 外務省ホームページ / G20サミットホームページ /首相官邸ホームページ
等多数。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年5月29日
安倍内閣総理大臣、西村内閣官房副長官、野上内閣官房副長官、長谷川内閣総理大臣補佐官、Y20代表団
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「高校生G20サミット」を5月12日に渋谷教育
学園渋谷高等学校にて開催致しました。本イベ
ントでは、Y20で扱われる３議題のう
ち"Future of Work"にターゲットを絞り、
「AIの未来」「高齢化社会」「ジェンダー問
題」の３テーマについて、200人を超える日本
全国からの高校生たちが議論を交わしました。
過去Y20代表団も一部議論に参加し、参加者同
士で活発な意見交換がなされ、完成したコミュ
ニケはY20サミットに提出されました。

「G20大阪サミット ユーススクランブル」を5
月19日に東京大学にて開催致しました。本イ
ベントは、大学生向けのY20事前イベントとし
て「東京大学 五月祭」内で開催し、400名を
超える方々にご来場いただきました。東京大学
の6団体から"Business and Environment"
"Future of Work"について提言がなされ、6
団体同士で活発な意見交換がなされました。
 
【ゲスト一覧】
有働由美子様(news zero メインキャスター)
根本巳欧様 (UNICEF東京事務所副代表)
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G 2 0  Y O U T H
D I A L O G U E

「若者の声をG20へ届けよう」というコン
セプトのもと、Y20サミット初日（5月26
日）に公開イベント「G20ユースダイアロ
グ」を立教大学にて開催致しました。当日
は高校生・大学生・若手社会人を中心に、
1,000名以上にお越し頂きました。
政財界や国際機関の有識者講演（第一部）
に続き、Y20日本代表団とのダイアログ
や、Y20海外代表団との政策提言ワークシ
ョップ（第二部）を開催し、Y20代表団と
日本のユースが直接意見交換する機会とな
りました。

AT  RIKKYO  UNIVERSITY

世耕弘成様（経済産業大臣）
冨田浩司様（特命全権大使（金融・世界経済に関
する首脳会合担当））
根本勝則様（日本経済団体連合会専務理事）
Yasmin Ali Haque様（UNICEF India
Representative）
Jesper Koll様（Wisdom Tree CEO）
佐藤信雄様（ハーバード・ビジネス・スクール
日本リサーチセンター長）
田村次朗様（慶應義塾大学教授）
北島敬之様（ユニリーバ・ジャパン・ホールディ
ングス株式会社代表取締役）
丸山泰史様（エゴンゼンダー東京オフィス代表）
土屋麻美様（BRITA Japanシニアブランドマネ
ジャー）
Ross Weissman様（Knovva Academyチーフラ
ーニングオフィサー）
秋山伸一様（厚生労働省課長）
Frederick Russell-Rivoallan様（UNESCO北京
事務所）
Othman Almoamar様（MiSK Foundation）
Joseph Gregorio様 (WTO)

【ご登壇ゲスト⼀覧】
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【安部忠宏 氏】
元 特命全権大使 
元 明治大学客員教授
元 慶応義塾大学講師
Y20 Summit 2019 Japan 顧問
 
Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen, it is my pleasure to be present like this
at the opening of the main session of the “Y20 Summit 2019 in Japan”.
 
First of all, I would like to extend, on behalf of the Secretariat of the “G7/G20 Youth
Japan” and myself, our heartfelt welcome to you all, attending this conference. I also
would like to express our gratitude to you for having gathered here to discuss on
various international issues including those appearing in the agenda. I believe that this
is a good opportunities for the young leaders like you who are capable and entitled to
take responsibilities of the future prospect of your respective country as well as an
international community, seeking to materialize real peace and prosperity. When we got
into ” the Post-Cold-War Regime “ in 1989/ 1991, we all expected that we would finally
be able to enjoy a peaceful and harmonious international community without worrying
about confrontations between the two different political regimes.
 
Now, through looking at the current international community, we soon realize that the
prevailing situation in our community is far from what we expected thirty years ago,
with the accumulation of pending issues in a broad range of areas such as economics,
politics and security.
 
Taking examples in the horizontal issues such as international trade, environmental
degradations and gender-equality, various efforts by the international community
toward improving and solving those issues generally lagged behind the targets we
established. There is an urgent necessity for us to comply with the rules and schedules
we agreed upon. When we review the regional characteristics of various issues and
problems, you can summarize them as follows:
 
（次頁に続く）
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（前頁続き）
 
As to the European region, ① the so-called populist or nationalistic parties are gaining
power in the Congress in some countries, preventing a smooth flow of democratic
procedures for a legal and political decision making process: ② A serious division among
the member countries with regard to the common policy emerges in the horizon. ③
Though the EU has been making utmost efforts to realize its ultimate goal of economic
and political unification or integration of its member countries, one of the main
members decided to get out of the EU through national referendum and brought about a
chaotic dysfunction of its Parliament as well as that of the EU as a whole.
 
When it comes to the Middle Eastern region, after the “ Terror Attack of the 9.11.2001
” and the “Arab Spring of 2008 ”, the balance of power of the region has been
dramatically changed: Confrontations between the Arabic countries and Persian
Country and even among the Arabic Countries became apparent. An international
terrorism caused by a religious fanatic makes things much worse. Besides, an unstable
triangular relations among the Arabic, the Persian and the State of the Holy City
complicates the security as well as the economic situation in the region.
 
As we look into the Asia/ Pacific region, the two UN Security Council’s Permanent
Members became more assertive in defending and advancing their interests, sometimes
even illegitimately such as unilateral extension of the territorial rights. They are
seeking their own sphere of influence separate from the prevailing regime of
international rules and orders: They seek to overturn political, security and economic
arrangements existing in the current international relations. Besides, one of the ally of
those countries has been developing nuclear/missile technologies by ignoring the
nuclear-non-proliferation rules and regulations. And the international community failed
so far to stop those illegal actions.
 
And, we can observe more or less similar problems in the African and the Latin American
regions. There, really, are numberless problems occurring in the current international
community. Therefore, in closing, I wish you all to take good advantage of this
opportunity to discuss those issues as I mentioned above and work out a “ Joint
Communique “ possibly to be referred to the G20 Summit representatives through the
Government of Japan.
 
So, I wish you Good Luck and all the best. Thank you.
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Y20本会合初日では、議題の一つであるFuture of
Workについて以下のゲストをお招きし、Y20代表団に
様々な視点からインプットを頂きました。午後より代
表団同士のコミュニケ作成の議論が開始されました。
 
【ゲスト一覧】

安部忠宏様（元特命全権大使）
小泉進次郎様（自由民主党衆議院議員）
Jayathma Wickramanayake様（United Nations
Secretary-Generals Envoy on Youth）※ビデオレ
ター 
Gabriela Ramos様（OECD Chief of Staff and
Sherpa to the G20）※ビデオレター
Yasmin Ali Haque様（UNICEF India
Representative）
田中聡様（三井物産株式会社 取締役）
Patricia Rozada様（Founder Partner of Knovva
Academy）
Othman Almoamar様（MiSK Foundation）

Future of Workの提言が完成し、午後から残りの議
題であるInternational Trade, Business and
Environmentの議論が開始されました。また、日本文
化理解のセッションとして茶道体験、狂言鑑賞を行
い、代表団が日本文化に触れる機会となりました。
 
【ゲスト一覧】

Gabriel Alvim様（Division Coordinator for the
China Division in the Asia and Pacific
Depertment, IMF）
Joseph Gregorio様（Trade Policy Analyst,
WTO）
Alona Kazantseva様（Business Analyst, Global
Reimbursable Advisary Services Unit, World
Bank）

D A Y  1

D A Y  2
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クロージングセレモニーに辻外務政務官、浮島文部科学副
大臣をお招きし、政策提言を手交致しました。その後、首
相公邸にて安倍昭恵首相夫人を表敬訪問致しました。
 
また、プログラム終了後は環境省主催の国立公園を訪問す
るエクスカーションが行われ、代表団が日本の自然や文化
に対する理解を深める機会となりました。
 
【ゲスト一覧】

安倍昭恵様（内閣総理大臣夫人）
浮島とも子様（文部科学副大臣）
辻清人様（外務大臣政務官）

 

コミュニケが完成し、首相官邸にて安倍首相を表敬訪問
し、政策提言を手交致しました。夜はFarewell Dinnerに
て、Y20サミット最後の会食を行いました。
 
【ゲスト一覧】

安倍晋三様（内閣総理大臣）
西村康稔様（内閣官房副長官）
野上浩太郎様（内閣官房副長官）
長谷川榮一様（内閣総理大臣補佐官）
赤堀毅様（外務省G20サミット事務局長/官房参事官）

D A Y  3

D A Y  4
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F U T U R E  O F
W O R K

1. We encourage G20 countries to commit to

fundamental workers’ rights and social protection for

all workers regardless of classifications and sectors,

noting new forms of labour in the digital and

informal economy. Labour contracts, regulation, and

practices should uphold equal pay for equal work,

comprehensive benefits, reasonable leave policies

and flexible work forms to address structural

inequalities that disproportionately affect youth,

women and marginalized communities including

refugees and migrants. G20 countries should

continually monitor the implementation of such

policies and exchange best practices.

 

2. G20 countries should ensure the provision of a free

and accessible ‘future of work’ virtual hub focused on

Science, Technology, Engineering, Arts, and

Mathematics (STEAM), as well as 21st Century skills.

This should provide training programs and a peer

network to be utilized by learners and educators at

all ages, given the need for life-long learning. The

hub should be accompanied by existing physical

face-to-face learning centres, and should

supplement educational curricula. Participation can

be incentivized inter alia by stimulating mentorship,

financial support, and globally recognized

certification, with an annual review mechanism.

 

3. G20 countries should agree to use economic levers

including government procurement agreements,

rebates, and tax incentives, to encourage private

companies to provide meaningful paid domestic and

international career and entrepreneurship

development opportunities for young people. Those

opportunities must develop industry and sector-

related skills and exposure to support labour force

resilience to the changing nature of work, and to

foster the entrepreneurial aspirations of young

people.

Y20�サミット �2019�
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B U S I N E S S  A N D
E N V I R O N M E N T

1. We encourage integrated Environmental, Social, and

Governance (ESG) reporting requirements be made mandatory

for all business entities in G20 countries urgently, and at the

latest by 2030. Corporate Reporting must be monitored and

based on science-based targets reflecting the climate crisis and

other planetary boundaries to be disclosed according to the

frameworks participating in the Corporate Reporting Dialogue.

Disclosure should also be encouraged through public-private

platforms that are available to the public and on social media, to

raise engagement among the public, especially youth.

 

2. In order to combat the climate crisis, G20 countries should:

A) Incentivize carbon emission reductions by appropriately

costing greenhouse gas related activities; in particular those

relating to the fossil fuel and the meat production industries. 

 

B) Incentivize multi-stakeholder investment to provide

resilient infrastructure and capacity building on emergency

preparedness and sustainable practices, while prioritizing the

needs of vulnerable populations that are affected in a

differentiated manner.

 

C) Financially support collaboration between private sectors

and academic institutions in order to conduct Research,

Development, and Deployment (R&D&D) on sustainable

technologies.

D) Strengthen the ESG requirement of the Global

Infrastructure Hub; and adopt the recommendations of the

Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

 

3. G20 countries should address the significant issue of global

waste creation by embracing the circular economy approach to

waste management, prioritizing the 3Rs (reduction, reuse, and

recycling). To achieve this, G20 countries need to develop

national and corporate standardized circularity indicators that

measure and monitor the movement and reuse of by-products.

G20 countries must also commit to reducing waste by

incentivizing the private sector through regulations including

bans, and economic levers such as taxes, as well as extended

producer responsibility, paying particular attention to avoidable

single-use plastic and microplastic.

Y20�サミット �2019�
コミュニケ

Y20  SUMMIT  2019  JAPAN 11



I N T E R N A T I O N A L
T R A D E

1. We call on G20 countries to strengthen the

multilateral, rules-based trading system within the

framework of the WTO. We recommend:

A) The improvement of the monitoring and

notification system;

 

B) The establishment of a permanent multilateral

investment dispute settlement mechanism; 

 

C) The reform of public procurement rules, industrial

subsidies and IP rights. Additionally, trade reforms

should particularly account for equitable access of

MSMEs to global markets, which also promote youth

engagement.

 

2. We call on G20 countries to adopt Integrated

Reporting as a mandatory, enforceable mechanism to

align corporate behavior that supports transparent and

sustainable business, with specific respect to fair value

chain activity and the eradication of all forms of

modern slavery. Moreover, establish a mandatory

“Sustainable Development Clause” in trade agreements,

encompassing minimum standards on human rights,

labour, environment, and disclosure. This can be

achieved through strengthening and expanding aid for

trade programs, equitable technical assistance and

sectoral policy dialogue.

 

3. We call on the G20 countries to ensure the free flow

of data, enabled by a concerted international effort to

adopt a coherent framework that protects personal

data and consumer rights. Further, we encourage

engagement in the on-going e-commerce negotiations

among a group of WTO members in order to achieve

interoperability of data and consumer protection rules.

This shall be achieved through establishing

international standards and regulations, enforcement

mechanisms, and adopting mutual adequacy decisions

on digital services and technologies.
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【International Trade】（笠原、谷本）
 

米中貿易戦争を始めとする、近年の保護主義を鑑みて、自由で公平なルールに基づいた国際貿易
を維持する策について話し合われました。各国間の協調強化・既存の貿易制度の改革、及び信頼
のおける自由データ流通や、新しいデジタル技術に対応した国際貿易秩序の維持のため、デー
タ・ガバナンスに焦点を当てたいという点は概ね一致しましたが、どのような主体がデータやそ
の流通の国際基準及びルールを設定・執行するかという点において、夜中まで白熱した議論が繰
り広げられました。一方は、既存のWTOの枠組み内で施行すべきと主張する保守派、他方は、
WTO改革を待たずして新しい機関を作るべきとする革新派。ここでの対立軸が、自分が代表す
る国の国益よりかは、政策としての妥当性を鑑みた上での「大胆さ」に寄っていた所にユースら
しさが現れました。

【Future of Work】（笠原、谷本）
 

高齢化に加え、第四次産業革命による多様な社会的変化への対応策について話し合われました。
AIに代替されないスキルを磨くこと、ならびに教育を受ける側だけでなく教育者側も含む全ての
人間が生涯学習を続け、スキルの更新を図っていくことの必要性を鑑みて、民間企業をいかに関
与させるかという点について喧々諤々の議論が行われました。実際に経済活動を牽引し、どのよ
うなスキルが重宝されるかという点において見識のある民間企業から協力を得るため、政府によ
る「規制」ではなく「インセンティブ」を作るべき、との見解から、G20として万人が使える生
涯教育プラットフォームを作るべきとの具体案が挙がりました。

【Business and Environment】（國井、徳永）
 

当議題は扱うテーマが幅広く、参加各国の意見も大きく分かれました。一部の議論は夜を徹して
行われましたが、各国が十分に納得した上での議論の収束に努めました。
例えば「環境問題への目標設定及び情報開示」のテーマでは、2030年までに、環境問題に対す
る取り組みのレポーティングを企業に義務づけることが提言されましたが、その達成期限の妥当
性に関して国や地域で認識が異なり、念入りにすり合わせが行われました。
一方「循環経済」のテーマでは、マイクロプラスチック問題等が議論されましたが、3つのテー
マの中で最もスムーズに合意に至りました。
全体としては、提言内容が、既存の取り組みから発展させたもの、或いは独自性があり新しい要
素を含んだものとなるよう、工夫をすべく意見が交わされたといえます。

議論についての所感
(議⻑より)
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【安部忠宏 氏】
元 特命全権大使
元 明治大学客員教授
元 慶応義塾大学講師
Y20 Summit 2019 Japan 顧問
 
国際社会は、ポスト冷戦体制に移行してから、早や30年。冷戦崩壊当初、世界の真の平和と繁
栄の実現が真近との期待に、世界全体を歓喜に沸かせた、あの高揚感は、その後、政治・経済・
外交・安全保障の各分野で新たな問題が相次ぎ生起してくる現実の下に、いまや悉く消えてい
る。このような、問題山積する困難な国際環境の中で開催された「Y20 Summit 2019 in
Japan」は、G20諸国プラスと多くの国・国際機関から次世代を担う若者数多を集めて、活発な
討議を繰り広げ、G20 首脳会議では回を重ねるたびに困難さを増しているとされる共同声明作
りに、成功した。正に快挙であり、この成功を心からお祝いする次第である。

【横野共同代表コメント】
 

2018年7月に事務局を立ち上げ、約1年近くに渡りY20サミットの準備に向け事務局一同精進し
て参りました。Y20開催に当たりご協力くださった皆様に深く御礼申し上げます。G20サミット
にユースの政策提言を届ける事ができとても嬉しく思うと同時に、「提言するだけでなく、自ら
主体的に実行する」事も今後のユースの役割と考えています。より良い社会を実現する「実行」
に向けても引き続きY20代表団、Y20事務局一丸となって精進して参ります。

【根岸共同代表コメント】
 

はじめて日本で行われた「Y20サミット」を無事、開催することができ、まずはじめにご協力頂
きました関係各所の皆様に感謝申し上げます。約1年間にわたり、準備を進めて参りましたが、
見えないところでも力を尽くしてくれた数多くのスタッフを含め、たくさんの方のお力添えによ
り、開催できたことを実感致します。サミットへ参加してくださった各国の代表団、開催に携わ
ったすべての皆様にとって、Y20サミットが、今後の発展へ繋がるものであったことを切に願っ
ております。

【千葉会長コメント】
 

Y20サミットの日本初開催に向けては、2016年のG７伊勢志摩サミットに合わせてY7サミット
も企画した際から、構想がスタートしました。当初は、公式な付属会合としての位置づけもない
中で、公的な資金援助もなく、人員も限られた状況で、協賛探し・20か国との連携を行う等、
実現が厳しい状況でありましたが、この企画が世界各国の若者にとり有意義なものであり、G20
へ若者が政策提言を行うことが出来る唯一の公式の場として、世の中のためになることであると
団体メンバーが信じ、皆様にご賛同頂いた結果が、今回の日本初開催に繋がったのだと思いま
す。改めまして、本会合の意義に賛同下さり、ご支援頂いた皆様に、心より感謝を申し上げたい
と思います。

Y20サミットを終えて
(顧問、会⻑、共同代表より)



デザイナー
小倉和様
 

カメラマン
土井ひらく様（筑波大学在学中）、秋本篤弥様（東京理科大学在学中）、五味蓮様（東海大学在
学中）、鈴木侑麿様（亜細亜大学在学中）、千葉周平様（青山学院大学在学中）、永井幸輝様
（慶應義塾大学在学中）、服部友俊様（慶應義塾大学在学中）、原田大毅様（慶應義塾大学在学
中）、稲沼航様、野地駿吾様
 

文化イベント
【和太鼓】玉川太鼓様
【剣術】小西真円一之助様 (千葉道場 北辰一刀流 玄武館館長）
【雅楽】國學院大學青葉雅楽会様
【茶道】鈴木宗慶様（一般社団法人 今日庵） 裏千家関東学生茶道研究会様
【狂言】大藏彌太郎千虎様、吉田信海様（狂言大藏会）

謝辞

【会長】千葉宗一郎 (総合商社勤務) 
【共同代表】横野薫 (総合商社勤務)、根岸花芽 (政府系金融機関勤務)
【副代表】土屋遼太 (総合商社勤務)
【高校生G20サミット / Y20東大五月祭イベント責任者】松村健太朗 (東京大学在学中)
【議長】國井紅秋 (OECD勤務)、谷本英理子 (医学系研究室勤務)、徳永勇樹 (総合商社勤務)、笠
原はんな (American University大学院在学中)
【本会合企画】徳永勇樹 (総合商社勤務)、木曽美由紀 (証券会社勤務) 、土田智央 (総合電機メー
カー勤務) 、桐山和歌子 (慶應義塾大学在学中) 、池田光嶺 (聖心女子大学在学中)、梅田ゆり子
(聖心女子大学在学中)、伊藤江理華 (東北大学在学中) 、薄井多空見 (筑波大学在学中)、武末将
義 (東京学芸大学在学中) 、岩佐澄香 (慶應義塾大学在学中)
【オープニングパブリックイベント企画】梶原淳 (金融機関勤務)  、山下晴加 (外資系金融機関
勤務)、細井彩世 (上智大学在学中)、 西宮豊 (東京大学在学中) 、伊藤栞 (慶應義塾大学在学中)
、千葉眞倫子 (保険会社勤務)
【広報 / 装飾】北野麻理恵 (病院勤務) 、中畑希 (筑波大学在学中)
【デザイン / ウェブサイト】須田光紀 (外資系IT企業勤務)、鈴木友里恵 (University of
Glasgow在学中)
【Y20代表団コミュニケーション】 仲谷匡弘 (上智大学在学中) 、 横江亮 (University of
Oxford大学院在学中)、 淺野和花奈 (外資系IT企業勤務)
【渉外】 池田文香 (早稲田大学在学中) 、大塚絵美華 (Carleton College在学中) 、岡田悠也 (慶
應義塾大学在学中) 、鹿山ゆかり (総合商社勤務) 、長澤拓海 (東京理科大学在学中)
【トランスレーション】メルヴィルレイ はな (ニューヨーク大学アブダビ校在学中) 、水野ふみ
香 (プリンストン大学在学中)
【日本代表団】揚岩康太(総合商社勤務)、越野結花(米シンクタンク勤務)

事務局構成員
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