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▶関⻄では2025年に「⼤阪・関⻄万博」が開催されます。本マップは、
世界的イベントである万博のテーマや精神と関連する会場外・会期外
の活動等の情報を収集・整理し、多⾯的なガイドブックとなるべく、
「360°EXPO拡張マップ」としてとりまとめたものです。

▶収集データは、例えば、場所・時期・分野などの多軸により整理する
など、利⽤者の⽅が様々な⾓度から検索・発⾒可能とすることを志向
し、今後ともデータを動的に更新すると共に、順次項⽬を追加するな
ど進化していく予定です。

▶本マップが様々な活動や地域のＰＲの⼀助となると共に、各所で本
マップを戦略的・発⾒的に活⽤いただくことにより、多くの共創活動
が創出されることをご期待申し上げます。

360°EXPO拡張マップ
万博と共に注⽬すべき関⻄の活動群 2021年秋

躍動する
関⻄の
産業活動

TEAM
EXPO
セレクション

地域⼀体型オープンファクトリー
関⻄における未来社会の実証実験

世界に⽻ばたく関⻄の地域ブランド
関⻄における⼤型イベント等

関⻄⽂化学術研究都市
その他

地域振興活動
素材・機器
サービス・ビジネス
近畿経済産業局 TEAM EXPO2025活動

クローズアップ
特集

全体構造（⽬次）

参考 ︓2025年⽇本国際博覧会と万博活⽤戦略（近畿経済産業局）
本書は⽩抜き部分を掲載（網掛けの箇所は次期更新時に追加予定の項⽬）

地図 概要
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360°EXPO拡張マップ2021年秋

関西における

未来社会の実証実験
・大阪・関西万博は「未来社会の実験場」をコンセプトにし

ており、会期中は様々な最新技術が披露されることでしょう。

・一方、関西では既に未来社会に向けた実験が始まっていま
す。各地で行われている実証実験から、今回はスマートシ
ティ関連の事業を中心とした、各地で実施されている未来社
会の実証実験をご紹介します。

躍動する
関西の
産業活動

■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

関⻄における未来社会の実証実験 実証実験
ロケーションマップ

兵庫県 播磨科学公園都市
MaaS

兵庫県 加古川市
⾒守り・健康・防災

⼤阪府 四條畷市
AI・IoT・⾃動運転 等

⼤阪府 ⼤阪市
MaaS

⼤阪府 河内⻑野市
医療・⾃動運転

京都府 与謝野町
MaaS

福井県 永平寺町
⾃動運転・MaaS

⼤阪府 豊能町
⼦育て・⾒守り 等

京都府 精華町・⽊津川市
デジタルツイン

和歌⼭県 すさみ町
ドローン・減災

和歌⼭県 太地町
AI・⾃動運転・ドローン

滋賀県 ⼤津市
⾃動運転・MaaS

TEAM EXPO2025
共創チャレンジ登録



■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

関⻄における未来社会の実証実験 実証実験
概要

地⽅都市が10年後も安⼼して暮らせる街になる
ことを⽬指し、マイカーがなくても快適に暮らせるよう
なAIオンデマンド交通と公共交通が連携したストレ
スのない交通システム（MaaS）を構築し、移動総
量を増加させることによって域内の経済活性化を図
る。
（R3年度 ⽇本版MaaS推進・⽀援事業）

与謝野町
（京都府） アフターコロナを⾒据えた都市中⼼部の混雑回避を

⽬指し、予約来店システムの導⼊・モーダルシフトのイ
ンセンティブ付与による混雑回避（中⼼部への来訪
ピークシフト）の効果検証を⾏う。また、⾮混雑時間
帯に関しては、情報提供・交通費の⼀部補助・マイク
ロモビリティのクー ポン提供による集客回復（外出促
進）効果の検証も実施し、集客回復と混雑回避の
最適化に向けた検討・検証を⾏う。
（R3年度 地域新MaaS創出推進事業）

⼤阪市
（⼤阪府）

将来的に普及するコネクテッドカーや⾃動運転と
連携した町内の移動サービスの⾼度化を⽬指し、既
に導⼊済みの⾃動運転サービスやデマンドタクシー
の知⾒も踏まえながら、⾞両⾛⾏データの活⽤や
運⾏時リスクを洗い出しを通じた、⾃家⽤有償ドラ
イバーのサービス品質担保や、それも含めた運⾏シ
ステム全体での安全性の向上等の効果を検証する。
（R3年度 地域新MaaS創出推進事業）

永平寺町
（福井県）

⾃動運転
MaaS

サイバー空間において⽔害発⽣等を仮想的に再現
して⼈や⾞の移動に与える影響をシミュレートし、住
⺠ワークショップなどで共有する。また、移動コワーキ
ング等の実証を⾏い、ニーズの検証、インセンティブ
の設計などを⾏う実証実験。
（R3年度 スマートシティモデルプロジェクト）

精華町
⽊津川市
（京都府）

デジタル
ツイン

⼤津市の⼀部と京都市の⼀部を実験地域とし、住
⺠と観光客を利⽤者として想定し、⾃動運転バスと
四種の既存公共交通、ホテル、 観光施設、⼩売店、
飲⾷店等を便利かつお得に利⽤できるMaaSを提供
し、公共交通を活⽤した利⽤者の周遊を促進する。
今後は、主に住⺠を対象としたMaaSの実装に注⼒
して取り組んでいく。
（R2年度 ⽇本版MaaS推進・⽀援事業）

⼤津市
（滋賀県）

地域活動や公共施設管理に地域通貨と連携した
ポイントを付与し、活動変容を調査し効果的な地域
通貨のあり⽅を検証、遠隔診療システムを導⼊し、
医師・患者のニーズや診療の信頼性向上を検証、
及び移動⽀援利⽤者の活動変容を調査し効果的
な⾃動運転のあり⽅を検証。
（R3年度 スマートシティモデルプロジェクト）

河内⻑野市
（⼤阪府）

医療
⾃動運転

⾃動運転
MaaS

MaaS

永平寺町MaaSプロジェクト ⼤津市中⼼市街地及び⽐叡⼭周遊の活性
化を⽬指した⼤津市版MaaS実証実験 グリーン・サステナブルけいはんな事業

京都北部地域におけるMaaS実証事業 MaaS&BOPIS(Buy Online Pickup in 
Store)サービスの実証

オールドタウンの持続性を⾼める
先端技術実証事業

※「経済産業省 令和３年度のスマートシティ関連事業を選定しました ２.添付資料 別紙３:選定結果⼀覧」「スマートシティ官⺠連携プラットフォーム スマートシティプロジェクト（⼤津市）」をもとに近畿経済産業局作成。

■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

関⻄における未来社会の実証実験 実証実験
概要

⾃家⽤⾞分担率が⾼い当地域において、都市内
利便施設等に関する情報提供を実施すると共に、
MaaSプラットフォームと次世代モビリティによるラス
トマイル交通を組み合わせた新しいモビリティサービ
スを商業施設・オフィス・研究機関と連携したビジネ
スモデルによって展開し、⼈流の変化とサービス事業
性の検証を⾏う。
（R3年度 地域新MaaS創出推進事業）

播磨科学
公園都市
（兵庫県）

⾃動運転による持続可能な公共交通サービスの実
現・海域における物資輸送や鯨類調査等の実現・防
犯カメラ等を活⽤した⾼齢者⾒守りシステム構築の
実現。
（R3年度 未来技術社会実装事業）

太地町
（和歌⼭県）MaaS

IoT等⽣活や経済活動の利便性を向上させうる
新たな技術を巧みに活⽤しつつ、産官学と住⺠・地
域コミュニティが参加・活動して、よりよい地域社会、
住みよい環境をデータドリブンで創り上げていく、最
適なまちづくりを進めていけるまちづくり。
（R２年度 未来技術社会実装事業）

けいはんな学研区域（⽥原地区）における
地域主体の持続可能なまちづくり

四條畷市
（⼤阪府）

３Ｄ都市モデルを活⽤した次世代⾒守りサービス
のリニューアル検討に係る実証、遠隔環境での健康
増進活動⽀援サービスに係るデータ連携実証及び
⾒守り端末（⼾別受信端末）を活⽤した防災避難
⾏動⽀援の実証実験。
（R3年度 スマートシティモデルプロジェクト）

加古川市
（兵庫県）

⾒守り
健康・防災多数のサービス（⾼齢者・⼦供⾒守り、買物困難

者⽀援、地域通貨、災害時避難⽀援等）をプラット
フォームで連携し、⾃治体がサービスを選ぶだけで住
⺠サービスを開始できる環境の構築。同じ課題をもつ
⾃治体が簡単かつスピーディーに現在30社60サービ
ス以上からスマートシティサービスを導⼊できる環境の
構築を⽬指す。
（R3年度 スマートシティモデルプロジェクト）
（R3年度 データ連携促進型スマートシティ推進事業）

豊能町
（⼤阪府）

災害時の物資運搬について、スマートフォンオー
ダーによる道の駅と避難所間のドローン物流、必
要物資量の算出の検証を⾏う実証実験。
（R3年度 スマートシティモデルプロジェクト）

すさみ町
（和歌⼭県）

ドローン
減災

⼦育て
⾒守り 等

AI・IoT
ドローン

等

AI
⾃動運転
ドローン

コンパクトスマートシティ
プラットフォームの社会実装

安全・安⼼を核とした加古川スマートシティ
推進事業

⻄播磨MaaS実装プロジェクト ⾃動運転やドローン等未来技術を活⽤した⾼
齢者が幸せを感じるまちづくり事業

防災道の駅中⼼の防災対応
⾼度化・⾃動化事業

※「経済産業省 令和３年度のスマートシティ関連事業を選定しました ２.添付資料 別紙３:選定結果⼀覧」をもとに近畿経済産業局作成。

MaaS



360°EXPO拡張マップ2021年秋

地域一体型

オープンファクトリー
・一般に「オープンファクトリー」とは工場等を見学できるよう

広く公開し、製造現場をアピールする活動ですが、ここで掲
載する「地域⼀体型オープンファクトリー」は、一定の地域内の
企業が複数参加し、恒常的または定期的に開催されている
「ものづくりの魅力を体感してもらうイベントや空間」で、地
域内外で一定の認知度やファンを獲得しているものを想定し
ています。

躍動する
関西の
産業活動

■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

地域⼀体型オープンファクトリー ものづくり
ロケーションマップ

DESIGN WEEK TANGO
京都府 京丹後市・与謝野町

⼤正・港オープンファクトリー
⼤阪府 ⼤阪市⼤正区・港区

FactorISM
⼤阪府
⼋尾市・東⼤阪市・堺市・⾨真市

てぬぐいフェス
⼤阪府 堺市

⾙塚オープンファクトリー
⼤阪府 ⾙塚市等

RENEW
福井県 鯖江市・越前市・越前町

こーばへ⾏こう︕
⼤阪府 東⼤阪市

みせるばやお
⼤阪府 ⼋尾市(常設)

KAIMAKU
奈良県 三宅町

SG ストリート NARA
奈良県 ⼤和⾼⽥市・広陵町等

DESIGN WEEK KYOTO
京都府 京都市・宇治市・⻲岡市

TEAM EXPO2025
共創パートナー登録

TEAM EXPO2025
共創チャレンジ登録

千年未来⼯藝祭
福井県 越前市

注︓複数の地域に跨がる活動等については、おおよその位置をプロット

https://designweek-kyoto.com/tango2021/
https://www.city.osaka.lg.jp/taisho/category/3195-16-4-0-0-0-0-0-0-0.html
https://factorism.jp/
https://tenuguifes.com/
https://www.kaizuka-of.com/
https://renew-fukui.com/
https://craft1000mirai.jp
https://designweek-kyoto.com/
http://ko-ba.jp/2021/
https://miseruba-yao.jp/
https://kaimaku-glove.jp/
https://sg-street.sg-nara.org/


■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

地域⼀体型オープンファクトリー ものづくり
概要

幾多の場所で数多の⼈々の魂が込められて、ひと
つの製品が⽣み出されています。奈良のそんなものづ
くりをつくり⼿⾃らが伝える場が、奈良県内初の地域
⼀体型オープンファクトリー「SG（サスティナブル・ジェ
ネレーション）ストリートNARA」です。

SG ストリート NARA

RENEW（リニュー）は、福井県鯖江市・越前
市・越前町で開催される、持続可能 な地域づくりを
⽬指した⼯房⾒学イベントです。

RENEW

千年未来⼯藝祭は、現代を⽣きる若者たちに作り
⼿の技や製品、⼈柄に触れ、⼯藝や⼿仕事を⾝近に
感じてもらうとともに、次世代への継承のきっかけづくり
を⽬指すイベントです。

千年未来⼯藝祭

DESIGN WEEK TANGOは、シルク織物や産
業部品の製造・加⼯、農産物において有⼒な産地
である丹後のモノづくりの現場を期間限定で公開し、
国内外から訪れる⼈々との交流を促進する取組で
す。

DESIGN WEEK TANGO

DESIGN WEEK KYOTOは、京都の多種多様
なモノづくりの現場をオープンし、国内外から訪れる
⼈々との交流を促進することで、新たなモノやコトを
創出する取組です。

DESIGN WEEK KYOTO

グローブ・ミット産業の100年の歴史と伝統を持
つ奈良盆地の中央部に位置する⼩さな町、三宅町。
次代の三宅町に向けて、職⼈のモノづくりへの熱い
想いをたどるイベントです。

KAIMAKU

注：「【PR冊子】KANSI OPENFACTORY REPORT rｅc2021. 作り手が躍動する関西のサードプレイス」（近畿経済産業局）をもとに近畿絵経済産業局作成。

■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

地域⼀体型オープンファクトリー ものづくり
概要

FactorISM(ファクトリズム)は、 ⼤阪府⼋尾市を
中⼼とした⼤阪府下４市の「まちこうば」でのものづく
りの現場を体験・体感してもらうイベントです。

FactorISM

⼤正・港オープンファクトリーは、エリアの⼈⼝減
少を背景に、エリアの魅⼒を外部に発信するとともに、
地域住⺠が⾃らのまちに愛着を持ってもらうことを⽬
的にスタートしたオープンファクトリーイベントです。

⼤正・港オープンファクトリー

てぬぐいフェスは、いつも脇役のてぬぐいが「主役」に
なる祭りです。伝統的な和⼩物としてだけでなく、新た
なイメージの商品や、使い⽅の提案など、てぬぐい産
地の挑戦や作り⼿の顔が⾒えるイベントです。

てぬぐいフェス

「⾒せる場」と「魅せる場」という2つが名前の由来
です。出会いが加速する場を創出することがメイン
テーマであり、「シェアリングから⽣まれるイノベーショ
ン」を⽬指している常設型の取組です。

みせるばやお

⼯場⾒学や農業体験、⽂化財⾒学など、つくり⼿
が活動し、モノをつくりだしていく現場を公開して、参
加者に体験してもらい、⾙塚を中⼼とした産業・農
業・歴史⽂化の魅⼒を知るツアー形式のイベントで
す。

⾙塚オープンファクトリー

こーばへ⾏こう︕は、モノづくりのまちである東⼤阪
のまちこうばが中⼼となって、モノづく りの楽しさを発
信し、「こーば」と「住⺠」 を繋げるための取組です。

こーばへ⾏こう︕

注：「【PR冊子】KANSI OPENFACTORY REPORT rｅc2021. 作り手が躍動する関西のサードプレイス」（近畿経済産業局）をもとに近畿絵経済産業局作成。

https://renew-fukui.com/
https://craft1000mirai.jp
https://designweek-kyoto.com/
https://designweek-kyoto.com/tango2021/
https://sg-street.sg-nara.org/
https://kaimaku-glove.jp/
https://www.city.osaka.lg.jp/taisho/category/3195-16-4-0-0-0-0-0-0-0.html
https://tenuguifes.com/
https://www.kaizuka-of.com/
https://miseruba-yao.jp/
https://factorism.jp/
http://ko-ba.jp/2021/


360°EXPO拡張マップ2021年秋

世界に羽ばたく

関西の地域ブランド
・2025年の大阪・関西万博の開催を好機ととらえ、地域ブラン

ドの国内外における知名度向上や市場開拓、インバウンド等
の獲得に向けた取組に対し、関係省庁や支援機関等との連
携により集中的一体的に支援を行います。

・地域ブランドを取り巻く課題ごとに丁寧に解決に導きながら、
自立的好循環でブランド形成される「地域ブランドエコシステ
ム」の構築、さらには関西全体がブランドとなる社会を目指し
ます。

躍動する
関西の
産業活動

■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

世界に⽻ばたく関⻄の地域ブランド 地域ブランド
ロケーションマップ

丹波篠⼭の⿊⼤⾖等
兵庫県 丹波篠⼭市

播州織
兵庫県 ⻄脇市、多可町ほか

三⽊の酒⽶等
兵庫県 三⽊市

淡路島の⾷と⾹り
兵庫県 淡路島内三市

泉州タオル
⼤阪府 泉佐野市ほか 和歌⼭ニット

和歌⼭県 和歌⼭市ほか

鯖江のめがね
福井県 鯖江市

丹後織物
京都府 京丹後市、与謝野町ほか

信楽焼
滋賀県 甲賀市

広陵くつした
奈良県 広陵町

奈良酒
奈良県内

和束茶
京都府 和束町

※複数の地域に跨がる地域ブランド等については、おおよその位置をプロット



■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

世界に⽻ばたく関⻄の地域ブランド 地域ブランド
概要

鯖江のめがね 和束茶信楽焼

丹後織物

鯖江は、⽇本製めがねフレームの90％以上を⽣産
する⽇本⼀のめがね産地です。堅くて軽く⾦属アレル
ギーを起こさない「チタン」を利⽤しためがねフレーム
の開発に世界で初めて成功するなど、常に世界最⾼
品質のめがねをつくり続けています。

信楽焼は、滋賀県甲賀市信楽町でつくられている陶器で、
⽇本遺産「⽇本六古窯」の⼀つに数えられます。伝統的な
信楽焼はこの⼟地特有の⼟味を⽣かし、薪窯焼成によって
得られる緋⾊（スカーレット）の発⾊や⾃然釉、焦げの味
わいが特徴です。優れた陶⼟や卓越した技術を基に、時代
にあった製品や作品をつくり続けています。

和束茶とは、和束町で栽培⼜は和束町在住の農家が⽣
産する宇治茶です。地形が昼夜の寒暖差を⽣み、霧を発
⽣しやすくします。霧の遮光効果は旨み成分であるアミノ酸
を多く含む⾹気の強い茶葉が育ちます。和束茶は宇治茶の
中の「親茶」と呼ばれ、味の決め⼿となることから古くから⾼
値で取引されています。

泉州タオル

泉州タオルは約130年の歴史と伝統を誇り、⽇本
のタオル発祥の地、泉州地域で⽣産されるタオルを
指します。後晒製法で、織り上がった後に晒すこと
により、吸⽔性にすぐれた、やさしい肌触りとなり、
⾚ちゃんや肌の弱い⽅も安⼼して使うことができる
タオルです。

三⽊の酒⽶等

三⽊市は酒⽶「⼭⽥錦」の⽣産量が⽇本⼀であり、
市内の⼀部地域が「特A地区」に指定される品質の
⾼さも兼ね備えているため、多くの⽇本酒の原料に使
⽤されています。他にも地場産業の三⽊⾦物や⻄⽇
本⼀のゴルフ場数などの地域資源があり、それらを組
み合わせながら市域全体のブランド化を進めています。

丹後産地では、シボと呼ばれる凹凸によって⽣み出される独
特な⾵合いを持つ「丹後ちりめん」を製織しており、着物の後
染⽤⽣地（表地）の⽣産量は全国の７割を占有、⻄陣帯
などの先染織物の製造では⽣産量の⼤半を担うなど、和装
⽂化を牽引できる織物産地です。丹後の織り技術を世界へ
発信していくため、丹後ちりめんと共存するブランド「TANGO 
OPEN」を⽴ち上げ、丹後ちりめんの枠に留まらない多様なテ
キスタイルが製造されています。

■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

世界に⽻ばたく関⻄の地域ブランド 地域ブランド
概要

播州織

兵庫県のほぼ中央に位置する北播磨地域で⽣産さ
れる綿の先染織物です。様々な⾊に⽷を染めてから、
その⽷で柄を織ります。播州織は、⾃然な肌触り・⾵
合い・豊かな⾊彩を醸し出します。先染綿織物では
国内⽣産の⾼いシェアを誇り、国内外のブランド等に
提供されるなど、様々な製品に⽣まれ変わります。

丹波篠⼭の⿊⼤⾖等

丹波篠⼭市は、豊かな特産物と⾃然環境や景観、
城下町や歴史的な街並み、⽴杭焼きに代表される
伝統技術と⽂化に恵まれています。中でも⿊⼤⾖
は、300年以上前から良質のものが⽣産されてい
ます。粒が⼤きいのが特徴で、さらにうまみや芳⾹
感、もちもちとした⾷感で⾼い評価を得ています。

淡路島の⾷と⾹り

淡路島は御⾷国として古代から皇室・朝廷に海⽔産
物を中⼼とした御⾷料を貢いだと推定される国のひと
つです。また、国内最⼤の線⾹の産地でもあり、⽇本の
「⾹り」⽂化を形成しています。淡路島の⾷（農畜⽔産
物）と⾹り（線⾹）の品質の良さは国内外市場に通
じるものとして、更なるブランド⼒の向上を図っています。

広陵くつした

広陵町は、古くから靴下の⽣産が盛んで、製造に
関わる全⼯程をワンストップで⾏うことができる「靴
下の町」であり、全国有数の⽣産量を誇ります。町
内で製造される靴下は、素材・品質はもちろん、デ
ザイン・機能性にもこだわっています。

奈良酒

清酒発祥の地と⾔われる奈良では、奈良県酒造
組合加盟の28の酒蔵があり、奈良の豊かな⾃然
環境の恩恵を受けながら、それぞれの蔵元が独⾃
の特徴を持ち、創意⼯夫や杜⽒の伝統技術により
様々な清酒が製造されています。

和歌⼭ニット

明治から令和と5つの時代を股にかけ、丸編ニット⽣
地⽣産国内1位を誇るニットの総合産地として、その
歴史の「⽷」を紡いできた和歌⼭のニットは、⾮常に
⾵合いがよく、⾼級ブランドのOEMはもとより、近年
では各⼯場がそれぞれの強みと特徴を活かしたファク
トリーブランドを⽴ち上げる動きも進んでいます。



360°EXPO拡張マップ2021年秋

「TEAM EXPO2025」プログラム セレクション

共創チャレンジ

地域振興活動
・２０２５年日本国際博覧会協会では、大阪・関西万博と連携す

る活動を登録する「TEAM EXPO2025」プログラムを推進して
います。（後述「2025年日本国際博覧会と万博活用戦略」参照）

・なかでも「共創チャレンジ」は具体的な行動や活動の登録で
あり、ここではそのうち「地域振興」をテーマとする活動をセ
レクトし、掲載しています。

TEAM
EXPO

主な活動

■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

TEAM EXPO2025 共創チャレンジ（地域振興） 共創チャレンジ
ロケーションマップ

福⼭未来共創塾×SDGs
広島県福⼭市

ライブコマース型デジタル愛媛ツアー
愛媛県

淡路島VRステーション
兵庫県淡路市

コンパクトスマートシティプラットフォーム 豊能町
⼤阪府豊能町

京都産学公
SDGsプロジェクト

京都府京都市

学⽣×⽯橋商店街で
オープンイノベーション

⼤阪府池⽥市

VREXPO
⼤阪府東⼤阪市

FactorISM
〜アトツギたちの⽂化祭〜

⼤阪府⼋尾市



■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

TEAM EXPO2025 共創チャレンジ（地域振興） 共創チャレンジ
現状・予定⼀覧

京都 産学公 SDGs プロジェクト /京都超 SDGs コンソーシアム
2025年の⼤阪・関⻄万博及び2030年のSDGs⽬標年をマイルストーンとして、SDGs等の視点から、地域社会や
個々⼈のライフスタイルのあり⽅を議論し、特に⾥⼭（中⼭間地域）と市街地の連携も重視した取組を⾏います。

⾥⼭
創造と変⾰

学⽣×⽯橋商店街でオープンイノベーション /いしばし商店街
⽯橋商店街では「オープンイノベーション」をテーマに、⼤学⽣の”こんなことやってみたい”、”挑戦してみたい”という気
持ちを実現させるお⼿伝いをする「イシバシオープンイノベーションプラットフォーム」を開設しています。

商店街
学⽣と実証実験

VREXPO 〜 バーチャル⼯場⾒学 〜 /OSAKA町⼯場EXPO
2025年の⼤阪・関⻄万博に向けて、町⼯場の技術をバーチャルツアーで世界に発信し、万博開催期間中に海外から1,000⼈
以上の⽅がリアルに現地⾒学して頂き、世界中の⼈達とものづくりの素晴らしことを体現できる祭典にするプロジェクトを始動します。

町⼯場
VR⼯場⾒学

FactorISM〜アトツギたちの⽂化祭〜 /「FactorISM」実⾏委員会
FactorISM（ファクトリズム）とは「こうば(Factory)]を「体験・体感すること(tourism)」で、ものづくりの現場の「主義、主張
（ISM）」を伝えるための活動です。⼯場⾒学やワークショップなど、ものづくりの魅⼒を体験・体感できるイベントを開催しています。

町⼯場
⼯場体験

▶2021年8⽉、京都⾥⼭SDGsラボ「ことす」を京北にオープン︕︕

▶アフターコロナのイノベーションを商店街から巻き起こすため、たくさんの学⽣の皆さんと作戦会議中︕

▶万博に向けて新しい企画を考え全員でチャレンジしています。

▶FactorISMは2025年の⼤阪・関⻄万博と共に世界に誇る⽇本のものづくりの現場を体感出来るイベ
ントを体現します︕

現在の検討状況・今後の予定等

現在の検討状況・今後の予定等

現在の検討状況・今後の予定等

現在の検討状況・今後の予定等

■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

TEAM EXPO2025 共創チャレンジ（地域振興） 共創チャレンジ
現状・予定⼀覧

淡路島VRステーションプロジェクト /淡路島VRステーションプロジェクトチーム
”国はじまりの島”淡路島から、淡路島の企業、淡路島の⼈たちと共にVRとリアルが融合した新しい世界の未来を作ります。VR
の技術を⽤いて、淡路島の⼈や企業、⾷べ物、⾃然といった様々な魅⼒を淡路島から⽇本、そして、世界へと発信しています。

コロナに負けない︕ライブコマース型「デジタル愛媛ツアー」 /デジタル愛媛ツアー推進チーム
"愛媛の⾃然の豊かさを伝えることで世界の⼈々の⼼を満たし、作り⼿の⼈間性の向上ができる町づくりを⽬指します。万博を
通じて世界に配信し、「旅」をコンセプトにしたライブコマースで世界中の⼈と繋がり、⼼のこもった地域の発展を⽬指します。

福⼭未来共創塾×SDGs〜理想の未来は⾃分たちでつくろう︕〜 /福⼭未来共創塾
SDGsが掲げる持続可能な社会の実現に向けて、多様な主体とのパートナーシップにより複雑な社会課題を同時解
決し，次世代に誇れる新たな福⼭の未来を創ります︕

コンパクトスマートシティプラットフォーム豊能町OSPF /OSPF チーム豊能
⾃然豊かな街（豊能町）を北欧⽂化を取り⼊れデザインし、「リトルエストニア」として様々なデジタルサービスで⽣活⽀
援します。企業は⾊々な形で社会実装にチャレンジし、住⺠の⽣活の質（QoL）の向上を⾃治体と共に検討します。

地域情報
VR発信

ライブ
コマース

地域共創
プロジェクト創出

コンパクト
スマートシティ

現在の検討状況・今後の予定等

現在の検討状況・今後の予定等

現在の検討状況・今後の予定等

現在の検討状況・今後の予定等

▶令和3年12⽉から社会実装とサービス運⽤が始まり令和4年4⽉から順次地域を拡⼤していきます。

▶現在、淡路島の企業と共にVRクリエイター育成も⾏っています。VRでワクワクを淡路島から⽣み出します︕

▶福⼭市未来共創塾2021開催中です。SDGsの視点を取り⼊れ、共創による未来つくりにチャレンジする
活動を応援しています。

▶四国愛媛から11回、のべ15,000名以上が視聴。国内外のファンと地元⽣産者が直接繋がるライブ配
信を実施。



360°EXPO拡張マップ2021年秋

共創チャレンジ

素材・機器分野

「TEAM EXPO2025」プログラム セレクション

TEAM
EXPO

主な活動

・２０２５年日本国際博覧会協会では、大阪・関西万博と連携す
る活動を登録する「TEAM EXPO2025」プログラムを推進して
います。（後述「2025年日本国際博覧会と万博活用戦略」参照）

・なかでも「共創チャレンジ」は具体的な行動や活動の登録で
あり、ここではそのうち「素材・機器分野」をテーマとする活
動をセレクトし、掲載しています。



■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

TEAM EXPO2025 共創チャレンジ （素材・機器） 共創チャレンジ
現状・予定⼀覧

リサイクル可能素材を⽤いた屋外広告リサイクル事業 /チーム「エコクラシー」
リサイクル（再⽣プラ製品やウッドデッキ材など）が可能な「ecocracy（エコクラシー）」の製品特徴を活かし、⼤型広告やイベン
ト等で使⽤した本素材を使った装飾物を、各種再開発や、学校や防災・福祉等の施設で、異なる製品として再利⽤します。

リサイクル素材
再利⽤

海からの贈り物❝漁網から創った漆塗⾷器❞ /TEAM リズム（Re:ism）
産業廃棄物処理されている使⽤済みポリエステル製漁網の再⽣利⽤のため「効率的な回収・付着物の洗浄・樹脂への
再⽣・商品化まで」の⼀貫した取り組みを５社が⼀つのチームとして再⽣プロセスの得意分野を分担しています。

漁網再⽣

蓄光印刷技術を⽤いた明るい世界作り /OPPC＆FCE＆隆華
明るい所で光を蓄え、暗い所で発光する蓄光顔料を印刷したフィルム・材料を⽤い、停電時にも真っ暗にならない壁紙、パッケージ
の偽造防⽌、レインコート・ショッピングバックへの活⽤による暗い中での安全性向上等、安⼼安全な「明るい世界作り」に挑戦します。

蓄光印刷

和紙繊維〈キュアテックス®〉がつなぐ循環型プロジェクト /株式会社キュアテックス
和紙繊維〈キュアテックス®〉は、環境負荷の少ない植物原料、化学的な加⼯に頼らない製法、最後は⼟に還る⽣分解性など、徹
底して⼈と⾃然に配慮した安全・安⼼な和紙100％の素材。⼟から⽣まれ⼟に還る、サスティナブルな素材を世界に発信します。

和紙繊維

▶⾸都圏他近郊での、ラグビー国際⼤会や、その他⼤型国際スポーツイベント等にて活⽤実績があり、現在
関⻄でのリサイクルスキーム確⽴に取り組んでおります。

▶繊維製品としても再⽣できるよう開発を進め、よりスムーズな循環を⽣み出すビジネスモデルを構築してい
きます。

▶壁紙は不燃認定を取得する準備中。レインコートの試作も進⾏中。

▶本事業にご賛同いただいた12社の企業と循環型モデルパークの建設に向けて、具体的な準備を始め
ています。

現在の検討状況・今後の予定等

現在の検討状況・今後の予定等

現在の検討状況・今後の予定等

現在の検討状況・今後の予定等

■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

TEAM-EXPOプログラム共創チャレンジ（素材・機器） 共創チャレンジ
現状・予定⼀覧

〜新たな楽器インターフェースで世界をつなぐ〜 /eMotto株式会社
新たな楽器インターフェース「ParoTone（パロトーン）」を発明し、現在特許を申請中です。習得が容易で、かつ他
者の演奏をマネして練習したり他者と合奏したり、他者との演奏交流を可能にするインターフェースです。

楽器

IoTスマートゴミ箱「SmaGO」を起点としたサーキュラーエコノミー推進プロジェクト /Team SmaGO
ソーラーで発電・蓄電し、ゴミを⾃動圧縮することで、通常のゴミ箱と⽐較して5〜6杯分の容量を捨てることができ、センサーに
よって適切な回収タイミングを通知するIoTスマートリサイクルボックス「SmaGO」を起点に、ゴミ回収・処理を効率化や、マテリア
ルリサイクルベースのサーキュラーエコノミーを推進します。

IoTスマート
ゴミ箱

⼼輝かせるガラスとソーラーのECOチャレンジ /チームECO8832
ガラス導光板というガラスに印刷する特殊な技術を使って、⾒る⼈の⼼を豊かにする商品の開発に⽇々取り組んでいます。特に
⼒を⼊れているソーラーとガラスを組み合わせた舗装型のソーラーウェイは、昼間充電し、夜間はその電気で発光する未来の歩
道です。

ガラス
導光板

▶試作機・試作アプリの改良、資⾦集めに奔⾛しております︕

▶スポーツ施設、商業施設、公園など実証計画を進めております。

歩道に使いやすい400⾓のサイズで新型ソーラーウェイを開発中

現在の検討状況・今後の予定等

現在の検討状況・今後の予定等

現在の検討状況・今後の予定等
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クローズアップ特集

関西文化学術研究都市
・関西文化学術研究都市は、京都、大阪、奈良の3府県に

またがる緑豊かな京阪奈丘陵において、関西文化学術研
究都市建設促進法に基づく、国家プロジェクトに位置付け
られたサイエンスシティです。

・現在、150を超える研究施設、大学施設、文化施設などが
立地し、文化、学術研究等の分野で顕著な成果をあげて
います。

関西の
産業基盤

■

関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

関⻄⽂化学術研究都市（けいはんな学研都市） 特集:⼤型プロジェクト
ロケーションマップ

地図出所︓国⼟交通省 都市局ＨＰ

█けいはんな学研都市の各クラスター
1.⽥辺地区（京都府京⽥辺市）
2.普賢寺地区（京都府）
3.南⽥辺・狛⽥地区（京都府京⽥辺市、相楽郡精華町）
4.⽊津地区（京都府⽊津川市）
5.精華・⻄⽊津地区（京都府相楽郡精華町、⽊津川市）
6.平城・相楽地区（京都府相楽郡精華町、⽊津川市、

奈良県奈良市）
7.氷室・津⽥地区（⼤阪府枚⽅市）
8.清滝・室池地区（⼤阪府四條畷市）
9.⽥原地区（⼤阪府四條畷市）
10.平城宮跡地区（奈良県奈良市）
11.⾼⼭地区（奈良県⽣駒市）
12.北⽥原地区（奈良県）

█規模
◾ ⾯積 約 15,000ha
◾ ⼈⼝ 約 41万⼈（計画）

◦うち⽂化学術研究地区（12カ所）の規模
◾ ⾯積 約 3,600ha
◾ ⼈⼝ 約 21万⼈（計画）

█けいはんな学研都市における代表的な
交流⽴地施設・機関

・国際⾼等研究所（IIAS）
・国際電気通信基礎技術研究所（ATR）
・国⽴国会図書館関⻄館（NDL）
・情報通信研究機構（NICT）
・地球環境産業技術研究機構（RITE）
・量⼦科学技術研究開発機構（QST）
・理化学研究所（RIKEN）



関⻄の産業活動 関⻄の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業⽀援活動 その他

■ 関⻄⽂化学術研究都市（けいはんな学研都市） 特集:⼤型プロジェクト
個別説明

▶けいはんな学研都市（正式名称︓関⻄⽂化学術研究都市）は、京都、⼤阪、奈良の3府県に
またがる緑豊かな京阪奈丘陵において、関⻄⽂化学術研究都市建設促進法に基づく、国家プロ
ジェクトに位置付けられたサイエンスシティです。

▶総⾯積は約15,000ha、その中に12の⽂化学術研究地区 が分散配置され、現在、150を超え
る研究施設、⼤学施設、⽂化施設などが⽴地し、各施設における就業者数（研究者及び職員）
は1万⼈を超え、⽂化、学術研究等の分野で顕著な成果をあげています。

新たな都市創造プラン（2016.3策定）これまでの歩み けいはんな学研都市３つの特徴

科学・技術の様々な展開を
地域で受けとめ、知の交流
を通じて新しい⽂化や⽣活
像を⽣み出していく。

⼈類の平和的・持続的
共存に向けた新たな智
恵を創出する

知と⽂化の創造世界の未来への
貢献

世界の知と
⽂化産業を

牽引する都市

持続的に
イノベーションを
⽣み出す都市

科学・⽣活・⽂化・
⾃然環境が融合する

持続可能都市

学研促進法に基づく
国家プロジェクトの推進

⽂化学術研究都市
としての役割

実現すべき
都市の姿

▶1978-1984
奥⽥懇による提⾔

▶1996-
セカンド・ステージ・プラン

▶2006-
サード・ステージ・プラン

▶2016-
新たな都市創造プラン

我が国が世界に誇るサイエンスシティ

■問い合わせ先︓（公財）関⻄
⽂化学術研究都市推進機構

■担当者︓事業推進部 ⼩林
■TEL ︓0774-95-6121
■mail︓

y-kobayashi@kri.go.jp

▶来る2025年「⼤阪・関⻄万博」を機に、新たな都市創造のビジョン
に掲げた 「世界の未来への貢献」 「知と⽂化の創造」としての役割
を果たすべく、 「世界トップレベルの研究開発型オープンイノベー
ション拠点」を⽬指します。

▶我が国を代表するサイエンスシ
ティとして「いのちかがやく未来
社会のデザイン」に連携・貢献
すべく、20を超える機関が集結
し「けいはんなで⼤阪・関⻄万
博を考える会」が発⾜しました。

▶同会では、（公社）2025年
⽇本国際博覧会協会が呼び
かける参加型プログラム
「TEAM EXPO2025」に登録
し、万博との連携を進めている
ところです。

▶けいはんな学研都市では、
⼈が主役となる次世代ス
マートシティの実践に向けて
取り組んでおり、世界に先
駆けてSociety5.0の実現
を⽬指します。

⽇本のオープン
イノベーションのメッカに

けいはんなで万博を
考える会発⾜

次世代のスマートシティ
実践の場

▶我が国初の企業乗合・住⺠
参加型「公道⾛⾏実証実
験プラットフォーム」を整備し、
様々な実証が⾏われていま
す。

▶ロボット技術センターや５Ｇ
基地局など５つの実証設備
を備えた「けいはんなオープン
イノベーションセンター」では、
複数の実証設備を組み合わ
せた⾼度な実証実験に取り
組むことが可能です。
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2025年日本国際博覧会と

万博活用戦略（近畿経済産業局）

概要

2025年⽇本国際博覧会概要
略称「⼤阪・関⻄万博」 （ 登録博覧会 ）

●会場 ︓夢洲（ゆめしま/⼤阪市臨海部）
●開催期間︓2025年4⽉13⽇（⽇）

〜10⽉13⽇（⽉）
●来場者数︓約2,820万⼈（想定）

１．海と空を感じられる会場

３．未来の技術と社会システムが⾒える万博

４．本格的なエンターテイメントを楽しめる万博

５．快適、安全安⼼、持続可能性に取り組む万博

２．世界中の「いのち輝く未来」が集う万博

●５つの特徴（基本計画より）
提供（公社）２０２５年⽇本国際博覧会協会



（公社）２０２５年⽇本国際博覧会協会講演資料、同ＨＰ等を参考に作成

●博覧会協会では、⼤阪・関⻄万博のテーマである
「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現とSDGs
の達成に貢献する万博連携共創活動を募集。

「TEAM EXPO 2025」プログラム

２．共創パートナー（⽀援をする法⼈・団体）２．共創パートナー（⽀援をする法⼈・団体）

１．共創チャレンジ（１つ１つのアクション）１．共創チャレンジ（１つ１つのアクション） 「いのち輝く未来社会のデザイン」
の実現に向けた個々の活動

共創チャレンジを創出しその
活動を⽀援する活動

▶⾃らが描く未来の実現に向けた１つ１つのアクション
⼤阪・関⻄万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現するため、⾃らが主体となって未来に
向けて⾏動を起こしている、または⾏動を起こそうとしている活動。

▶複数の共創チャレンジの創出・⽀援をする法⼈・団体
⾃らのリソースを提供して共創チャレンジを⽣み出し、また、⾃らが創出した共創チャレンジや他の共創チャレ
ンジを⽀援する法⼈・団体等

https://team.expo2025.or.jp/

●関⻄における世界的なイベントである万博の開催は、その地元の地の利を利⽤し、
「関⻄全体をいわばパビリオン」として地域毎の特⾊や優れた産業ポテンシャルを世
界にアピールすることのできる絶好の機会です。

●当局はこのような概念を「万博活⽤戦略」と称して、万博の「テーマ・空間・時間」の
概念を拡張し、万博開催パワーを活⽤した関⻄の産業振興を推進しています。

万博活⽤戦略（近畿経済産業局）

▶2025年の単なる⼀過性のイベントではなく、万博開催以降を⾒据え、「永続的に関⻄の産業が発展する
しかけ」として「万博ソフトレガシー」を考えることが重要です。つまり、2025年以降を念頭に置き、2025年
をマイルストーンに中⻑期の視点での関⻄の戦略が必要です。



360°EXPO拡張マップ
万博と共に注⽬すべき関⻄の活動群 2021年秋

⼤阪市中央区⼤⼿前1-5-44
⼤阪合同庁舎1号館
電話 06-6966-6003

●mail ︓kin-kansaikikaku@meti.go.jp
●局HP︓https://www.kansai.meti.go.jp/
（万博活⽤）︓https://www.kansai.meti.go.jp/1-

2_2025next/index.html

経済産業省
近畿経済産業局
2025NEXT関⻄企画室

 2025年⽇本国際博覧会協会では、万博と連携する活動を
「TEAM EXPO2025プログラム」として登録する活動を展開。
（別項参照）

 近畿経済産業局では⾏政機関としていち早く、「共創チャレン
ジ」活動を⽀援する機関として「共創パートナー」に登録。また、
組織内のイノベーションや地域開発に関わる４つのプロジェクト
を「共創チャレンジ」として登録し、万博との連携を睨み活動を
展開。

近畿経済産業局

TEAM EXPO２０２５活動




