
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



■

関西の産業活動 関西の産業基盤 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・亀岡市

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/
http://ko-ba.jp/2021/
https://miseruba-yao.jp/
https://kaimaku-glove.jp/
https://sg-street.sg-nara.org/
Administrator
タイプライターテキスト




■

関西の産業活動 関西の産業基盤 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。

https://sg-street.sg-nara.org/
https://renew-fukui.com/
https://craft1000mirai.jp/
https://designweek-kyoto.com/tango2021/
https://designweek-kyoto.com/
https://kaimaku-glove.jp/


■

関西の産業活動 関西の産業基盤 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、
地域住民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「住民」 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://factorism.jp/
https://www.city.osaka.lg.jp/taisho/category/3195-16-4-0-0-0-0-0-0-0.html
https://tenuguifes.com/
https://miseruba-yao.jp/
https://www.kaizuka-of.com/
http://ko-ba.jp/2021/


■

関西の産業活動 関西の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業支援活動 その他

RENEW
●10月頃

（2022.3.11-13予定）

RENEW実行委員会
https://renew-fukui.com/

千年未来工藝祭
●８月末頃

(※2021年度はオンラインのみで実施）

クラフトフェス実行委員会
https://craft1000mirai.jp

DESIGN WEEK 
KYOTO

●２月頃
（2021.2.21-28実施）

（一社）DESIGN WEEK 
KYOTO実行委員会

https://designweek-kyoto.com/

DESIGN WEEK 
TANGO

●６月頃
（2021.6.24-27実施）

DESIGN WEEK TANGO2021
運営事務局

https://designweek-kyoto.com/tango2021/

SG ストリート
NARA

●６月頃
(2021.6.12実施）

SG NARA
https://sg-street.sg-nara.org/

KAIMAKU ●７月頃
野球グローブ生産100周年事業実

行委員会
https://kaimaku-glove.jp/

地域一体型オープンファクトリー
ものづくり

通年タイムテーブル

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月活動名（HP） 運営主体
年間スケジュール

※ ●は例年の開催期間であり（カッコ内は2021年度の開催：近畿経済産業局調べ）、詳細に関しては各事業者へご確認ください。

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/


■

関西の産業活動 関西の産業基盤 TEAM EXPO活動 産業支援活動 その他

大正・港
オープンファクトリー

●
11月頃

大正・港ものづくり事業実行委員会
https://www.city.osaka.lg.jp/taisho/category/
3195-16-4-0-0-0-0-0-0-0.html

でぬぐいフェス ●８月頃
堺注染和晒興業会、

てぬぐいフェス実行委員会
https://tenuguifes.com/

貝塚
オープンファクトリー

●９月頃
（2021.11.4-6予定）

貝塚オープンファクトリー2021
実行委員会

https://www.kaizuka-of.com/

みせるばやお
株式会社みせるばやお
https://miseruba-yao.jp/

FactorISM
●10月頃

（2021.10.21-24予定）

FactorISM実行委員会
https://factorism.jp/

こーばへ行こう！
●

11月頃
（2021.11.19-29予定）

こーばへ行こう！実行委員会
http://ko-ba.jp/2021/

関西オープンファクトリー

フォーラムVol.7 10/21
近畿経済産業局 中小企業政策調査課
Vol.8以降は決定次第公表予定

地域一体型オープンファクトリー
ものづくり

通年タイムテーブル

常設展示

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月活動名（HP） 運営主体
年間スケジュール

関西オープンファクトリーフォーラムに関しては年度毎に開催時期が異なりますので、適宜ご確認ください。

注：●は例年の開催期間であり（カッコ内は2021年度の開催：近畿経済産業局調べ）、詳細に関しては各事業者へご確認ください。

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/

