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関西の市町村では、地域課題の解決や地域の経済発展等の目的で、
万博を活用することによる取組の加速化をうまく進めておられます。

「万博を活用する」観点で、今後の取組のご参考となりますよう、それらの

取組について、６つの目的に分けて、随時紹介していきます。

6.万博のコンセプト
「Peopleʼs Living 

Lab」を体現する共創イノ
ベーション創出のために

1.国内外からの来訪

者の地域への誘客の
ために

2.地域産品の魅力を発

信し、地元企業の取引
を拡大させるために

3.他地域や海外との

交流の促進のために

4.万博の目標の一つであ

る「Society 5.0 」の
実現のために

5.万博の目標の一つで

ある「SDGsの達成」
に貢献するために

※ 各市町村では複数の目的で取り組まれているところもありますが、便宜上、６つのいずれかに分けております。



事業名

取組の概要

ALL ARIDA地域活性化プロジェクト～あたり前の風景を地域の誇りに～

ALL ARIDA 協議会 2025
誘客促進

和歌山県有田市

和歌山県有田市は、大阪・関西万博に向け、インバウンド等により誘客を促進し、地域経済の発展につなげることを目的と
した民間主体の「ALL ARIDA 協議会 2025」を2022年3月9日に設立しました。

有田市観光協会、紀州有田商工会議所など各団体・事業所の連携により、市・特産品の認知拡大及び販売拡大はもとよ
り、まちの魅力をさらに磨き上げることで誘客促進を図り、地域経済の発展につなげていきます。

本万博との関わりが地域の誇りに昇華出来るシナジー契機とすることで、この機会により創出されるレガシーが将来にわ
たって地域全体を輝かせ、子どもたちが夢を持ち続けることができる未来社会創出に挑戦します。

市プロモーション動画作成

産品開発

ミャクミャクとコラボ 2022年度活動内容一例

ANA国内線機内（約3万便）にて放映中（2023年3月）
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ALL ARIDA 協議会 2025
つながりが生む
魅力あるまちへ

みかん × 魚 × 万博活用

問い合わせ先：和歌山県有田市役所ふるさと創生室

担当者：ブランド推進係 田中

URL：https://www.city.arida.lg.jp

Mail：brand@city.arida.lg.jp
有田市役所

ALL ARIDA 協議会 2025

市内の商工業や水産業、農業、観光業、中高

生との産学官民連携のみならず、2025年日

本国際博覧会協会、和歌山県、㈱JTB、ANA

あきんど㈱など重層的連携を図っています。次

年度からは観光DX分野のスタートアップ企業

と連携する予定です。

2022年は、アウターブランディングとして、公

共交通を担う運輸各社（ANA、JR西日本）と

の連携を図り、市プロモーション展開等を実施

し、来訪促進や特産品の認知・販売拡大に取り

組みました。

味と歴史が日本一の有田みかんや漁獲量が

日本一である太刀魚などを活用した特産品に

よる誘客のための「産品開発」や、 地域の観

光資源を活用した体験コンテンツの創出、有田

色強化によるブランディングとおもてなし体制

の確立を軸に据えて、ALL ARIDAで取り組み

ます。

有田市は、みかん産業や漁業など、魅力的な

地域産品を複数有する地域です。一方、後継

者不足や高齢化など１次産業の課題を抱えて

います。

そこで、2025大阪・関西万博に向けた、イン

バウンド等をターゲットとした有田市への誘客

促進、地域経済の発展につなげることを活動

の目的として、ALL ARIDA 協議会が2022年

3月9日に発足しました。

市内には、車で関西空港から60分、大阪・関

西万博会場から90分で来訪可能な圏域に位

置しています。この機をチャンスと捉え、万博効

果を最大限に活かすべく、万博に訪れた観光

客を有田地方に誘客することで、観光客の増

大、地域課題の解決を含めた経済の発展を目

指します。

2025⼤阪・関⻄万博を⾒据えたインバウンド

誘客に向け、SDGsに関心のある企業との共同

産品開発により、これまで廃棄されるだけで

あった摘果みかんや摘蕾されるみかん花、市場

に出回らない未利用魚などを活用して高付加

価値化することで、１次産業の課題解決に取り

組みます。

摘果みかん果汁と新鮮な魚を使ったすし作り

体験や水揚げされたばかりの旬の魚を使った

美味しい食べ方、料理教室など、他では体験で

きないメニューでおもてなしなど、みかん産業と

水産業の強みを活かした体験コンテンツ創出

を目指します。

また、本万博との関わりが地域の誇りに昇華

出来るシナジー契機とすることで、新たなつな

がりや創造が「まちと人の成長する機会」とな

るよう取り組みます。



事業名

取組の概要

三木金物鉋鰹節削り器（兵庫県三木市） × 指宿鰹節（鹿児島県指宿市）

コラボ企画 『最高の鰹節をあなたの手で』

常三郎×山川水産加工業協同組合with行政
取引拡大

兵庫県三木市

兵庫県と鹿児島県。900 ㎞離れた土地の地域団体商標同士のコラボによるイノベーション・販売促進プロジェクト。

世界一固い食べ物と呼ばれる「本枯れ本節：指宿鰹節」を「最高の鉋：三木金物」で削ることで、互いの課題を解決し合い、
高い付加価値創出を実現しています。

2025年大阪・関西万博では、商品・地域に対するファンの創出や想像していないような外国との食を通じたコラボなど、と
もに課題解決を進める仲間が出来ることを期待しています。
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９００ｋｍ離れた
広域コラボの実現

突き抜けた強み同士による
付加価値化

万博の先の持続可能で
Well-Beingな未来へ

三木市は、神戸や大阪の通勤圏にあり、豊か
な自然に恵まれた関西有数の「トカイナカ」。一
方、基幹産業である大工道具は、近年の工業
化等による需要の減少に加え、伝統技術の継
承等の課題を抱えていました。

他方、鹿児島県指宿市では、日本一の生産量
と質を誇る鰹節「本枯本節」をきれいに削るこ
とのできる「削り器」の生産等に課題を抱えて
いました。

山川水産加工業協同組合から九州経済産業
局に相談があり、近畿経済産業局が金物のま
ち三木市を紹介。世界一固い食べ物と呼ばれ
る『本枯本節』と『最高の鉋』。９００ｋｍ離れた、
ともに地域団体商標を取得する地域産品が出
逢い、令和3年5月からコラボが開始しました。

人口減少問題に負けない、両市のブランド化
やコラボ商品の開発による地域経済の活性化
に取り組んでいます。

世界一硬い食べ物『本枯本節』を削ること
のできる強度と粘り強さをもつ削り器を三木市
の金物事業者 常三郎が開発。既存商品では、
うまく削れず粉が多く生成されてしまっていまし
たが、コラボにより、まるで花びらのような削り
節を生成できるようになりました。

この特徴を生かし、鰹節＋削り器をセットとし
て、山川水産での販売や、ふるさと納税返礼品
への追加、料亭での活用等、多様な出口戦略
による販売促進を展開しています。

また、三木市内のインバウンド体験型コンテン
ツとしての商品化や、うめきた外庭スクエア
SDGsイベントでの「日本酒試飲 × 目の前で
削る鰹節」体験など、一回きりで2者間のみに
閉じるコラボに終わらせない、両市・両事業者
が他を巻き込みながら継続的につながるブラ
ンド化を推進しています。

2025年大阪・関西万博では、各地から訪
れる2820万人の方々に、日本の食を支える
出汁文化だけでなくモノづくり文化にも触れ
ていただくチャンスです。

商品を通じて、三木や指宿を訪れ、体感し、
よりファンになっていただくことで、持続可能
でWell-Beingな未来の構築を目指します。

また、当該コラボには、販路開拓や両市経済
への波及効果に加えて、新たな連携を生み出
す可能性があります。万博では、想像していな
いような外国との食を通じたコラボ企画など
による魅力あるイノベーションの創出を推進
することで、課題解決を進める仲間が出来る
ことを期待しています。

問い合わせ先

担当者：三木市総合政策部縁結び課 清水

Mail：akihiko_shimizu@city.miki.lg.jp 
常三郎 × 山川水産加工業協同組合 with行政

三木金物鉋鰹節削り器（兵庫県三木市） × 指宿鰹節（鹿児島県指宿市）コラボ企画 『最高の鰹節をあなたの手で』

※兵庫県三木市ご担当者 ： 岡部さん＆清水さん



事業名

取組の概要

日本六古窯サミット2022 in 信楽

「旅する、千年、六古窯」～これからの千年の持続可能性～

滋賀県甲賀市
交流促進

滋賀県甲賀市

日本六古窯サミット2022 in 信楽は、令和4年10月7日（金）に甲賀市で開催されたイベントです。日本遺産「日本六古
窯」を構成する6つの産地が開催地である滋賀県甲賀市に集い、様々な企画が展開されました。

全体テーマは「六古窯博覧会（ろっこようはく）」。六古窯関係者の交流を深めるという従来の目的に、 2025年に万博が
関西で開催されることを見据えて新たな関係性を広げるという目的を加え、次の千年に向けた新たな出会いを生む、開かれ
た催しとなりました。また、6つの産地が今後進むべき方向をサミット宣言として発出されました。

共 催：六古窯日本遺産活用協議会
（越前町・瀬戸市・常滑市・丹波篠山市・備前市）



QR
コード

360°EXPO拡張マップ

日本六古窯サミット2022
in 信楽

仲間と結束して
苦難を乗り越える

2025年と
その先の千年へ

「六古窯は仲間。6つの産地は共通であり、相
違もある。一緒に継承する義務がある。未来へ
の持続的取組としたい。」甲賀市長は開会挨
拶でこのように述べられました。

本サミットは2020年に開催予定でしたが、新
型コロナウイルスの影響による2回の延期を経
て、3年越しの開催であり、この間、それぞれの
産地においても未曾有の苦難を経験した後の
初めてのサミット開催となりました。

まさに、次の千年に向けて、結束して進む第一
歩が本サミットにより踏み出されました。式典の
最後には、6市町長によって、2025年大阪関
西万博をマイルストーンとするサミット宣言が行
われ、採択されました。

次回は、大阪・関西万博の開催年度である
2025年に備前市での開催を予定。万博会
場からの誘客や、中国地方における他のイベ
ントとの連携も見据えています。

サミット中の基調講演において、元日本遺産
プロデューサーの小山龍介氏は、「国内的に
は離れた場所にある六古窯もまた、海外から
見ればひとつの産地であり、海外の〈観客〉
を意識することによって地域の協力関係を生
み出し、相互協力を進めることに六古窯の未
来がある。」と言及されていました。

それぞれが文化と歴史を持つ6つのやきも
の産地。次は、日本を超えて世界へ、次の千
年へ、日本六古窯が万博から飛躍します。

問い合わせ先：甲賀市産業経済部商工労政課

URL：六古窯日本遺産活用協議会HP：https://sixancientkilns.jp     

甲賀市HP:https://www.city.koka.lg.jp/2012.htm 

Mail：koka10351000@city.koka.lg.jp
甲賀市

日本六古窯サミット2022 in 信楽

日本六古窯は、古来の陶磁器窯のうち、中世
から現在まで生産が続く、代表的な6つの窯
（越前・瀬戸・常滑・信楽・丹波・備前）の総称
です。1948年頃、古陶磁研究家・小山冨士夫
氏によって命名され、2017年春、日本遺産に
認定されました。

それを機に＊6市町では、六古窯日本遺産
活用協議会を発足させ、日本六古窯としての
活動を深化させています。

本サミットは、昭和63 年に丹波篠山市（当
時・今田町）で第１回が開催されてから、今回
で15回目。滋賀県信楽窯業技術試験場が移
転オープンすることを記念し、甲賀市にて開催
されました。サミットに併せて、マーケットや企
画展なども併催され、市民や外部にも開かれ
たイベントとなりました。

＊6市町…越前焼：福井県越前町、 瀬戸焼：愛知県瀬戸市、 常滑
焼：愛知県常滑市、 信楽焼：滋賀県甲賀市、 丹波焼：兵庫県丹波
篠山市、 備前焼：岡山県備前市



事業名

取組の概要

SENBOKUスマートシティコンソーシアム

大阪府堺市 × 南海電鉄・大阪ガス・NTT西日本（運営委員会）
Ｓociety5.0

大阪府堺市

堺市では2022年6月に、堺市・南海電鉄・大阪ガス・NTT西日本が発起人となり、 産業界や大学、住民団体とイコール
パートナーでスマートシティを推進する主体として「SENBOKUスマートシティコンソーシアム」が設立されました。

実証プロジェクトなどの企画・コーディネートを通じ、新しいサービスの地域への定着、持続的発展に向け取組を進めていき
ます。ヘルスケアのほか、モビリティ・エネルギー・スマートタウン・データ連携のWGを設置し、泉北ニュータウン地域をフィー
ルドにICTを活用したイノベーションを起こす機運が高まっています。

※団体数は2023年3月2日現在の数字

会員数

133団体

社会実装に向けた日本最大級の
スマートシティ推進主体
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Live SMART,
Play SENBOKU

かつてのベッドタウンから、
より豊かに暮らせるまちへ

2025大阪・関西万博
での飛躍

問い合わせ先：堺市 市長公室 政策企画部 先進事業担当

URL：https://senboku-smartcity.com/

Mail：senshin@city.sakai.lg.jp

info2@senboku-smartcity.com

堺市・南海電鉄・大阪ガス・NTT西日本（運営委員会）

SENBOKUスマートシティコンソーシアム

モビリティWGでは、簡単な予約で車両を呼

び出し、乗り合いバスで行きたい停留所まで運

んでくれるAIオンデマンドバスの実証事業、

NANKAIオンデマンドバスを展開。また、電動

カートや電動キックボードのシェアリング実証プ

ロジェクトが実施されるなど、起伏のある地形と、

高齢化が進む地域における、住民の移動課題

の解決に向けた取組が進められています。

また、ヘルスケアWGでは、睡眠センサーによ

る健康管理と見守り支援や、アバターによる高

齢者や障害者の社会参画を創出する「泉北ア

バタープロジェクト」を大阪大学石黒名誉教授

等と推進するなどの取り組みを進めています。

その他３つ（エネルギー、スマートタウン、デー

タ連携）のWGが存在し、各分野からスマートシ

ティ化を進めるプロジェクトが創出されていま

す。

泉北ニュータウンは、1967年のまちびらきか

ら今年で55年が経過し、インフラの老朽化と高

齢化が進んでいます。

こうした課題を解決すべく、公民連携でICTを

活用しながら、住民の暮らしの質の向上（Live 

SMART）を図るとともに、住民それぞれが暮ら

しを愉しむ（Play SENBOKU）ことのできる新

たな価値を創造し、泉北ニュータウン地域なら

ではの魅力を高める、「SENBOKU スマートシ

ティ構想」を公表しました。

コンソーシアムは、社会実装を前提に、公民が

イコールパートナーでスマートシティプロジェク

トに取り組む推進主体です。

西日本最大級のニュータウンである泉北

ニュータウン地域の課題解決と、住民の暮らし

の質の向上をめざします。ひいては、全国の

ニュータウンのモデルケースとするべく、スター

トした取り組みです。

高齢化やインフラの老朽化など、ニュータウン

ならではの課題解決を目的とした「課題解決

型」スマートシティを進めます。

大阪府が整備を進める広域都市OS

「ORDEN」を活用し、公民の様々なサービスと

データを「SakaI-D」で連携することで、住民の

ウェルビーイングの向上をめざします。

大阪・関西万博を大きな契機とし、公民のデー

タ連携により、地域課題の解決と持続可能なビ

ジネスモデルの確立、いわゆるスマートシティ実

装のモデルを示すことにより、同様の課題を持

つ日本全国へのサービス展開につながります。

かつてのベッドタウンから、より豊かに暮らせる

まちとして、泉北ニュータウンの価値を高め、次

世代へ引き継ぐ。そのために、今後、都市OSを

活用し、実証から実装のフェーズに移行します。

コンソーシアム プロジェクト

mailto:senshin@city.sakai.lg.jp
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取組の概要

阪南市から世界へ！「健康無関心層に響く体力・脳力測定システム」の開発
～well-beingを実感できる社会の実現をめざして～

関西医科大学、コガソフトウェア株式会社、大阪府阪南市
Ｓociety5.0

大阪府阪南市

健康寿命の延伸、医療費と介護給付費を適正化するために健康無関心層の参加を促すため、関西医科大学とコガソフト
ウェア株式会社で、ＷＥＢでの登録要件を極力簡易にした、誰でも利用できる体力・脳力測定プログラムを開発し、体力・脳
力の実力を本人にフィードバックすることで、健康事業への関心を高め参加者のすそ野拡大をめざしています。

まずは、実証実験として共創パートナーである阪南市をフィールドに、阪南市の成人への体力・脳力測定プロジェクトを実施
して普及拡大を図っています。
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スマートシティの推進
健康無関心層への
アプローチ手法の確立

DXにより社会保障給付費の
適正化を目指す

阪南市では、第２期阪南市総合戦略にスマー
トシティの推進を重点施策に掲げており、令和
１２年（２０３０年）までに、南大阪を代表するス
マートシティのモデル都市をめざし、ＩＣＴやＩｏＴ
などを活用して、地域の課題解決に貢献すると
ともに、より生活しやすい持続可能な地域社会
のまちづくりを進めています。

とくに健康分野の課題として、高齢化による要
介護者と認知症患者が急増していますが、健
康無関心層の健康行動の動機づけできる機
会が少ない状況です。そのため、健康無関心
層が参加しやすい取組が必要です。

先述した課題を解決するため、令和２年度か
ら令和４年度に「スポーツによる地域活性化推
進事業（運動・スポーツ習慣化促進事業）」を
活用し関西医科大学・コガソフトウェア・ミズノ
及び泉佐野泉南医師会と連携した健康無関
心層を取り込むための健康事業を行いました。
その結果医師が運動を必要とする患者（健康
無関心層）に勧奨することは運動への強い動
機づけに高い効果があることが検証できました。

※100名募集の運動教室に156名の無関心
層が応募（令和3年度）

また、参加者の96％が教室終了時に運動を
継続する意向を示しており、運動の習慣化に成
功しています。

今回開発する「ＷＥＢカメラでの運動機能レ
ベル・体力レベル・認知機能レベルを判定す
るプログラム」を阪南市での展開を皮切りに、
各自治体や企業にも展開し、それぞれの健康
事業への参加者へのすそ野拡大を図り、健康
増進や生活習慣病の予防、介護予防力・認
知症予防力の向上を図り、健康寿命の延伸、
介護費用や医療費の適正化をめざします。

また、今回の開発プログラムをベースに「非
接触センサーによる身体機能評価システム」
へ発展させて、２０２５年の大阪・関西万博で
の展示をめざします。

本活動の成果を大阪・関西万博を通じて全
国・世界に発信することは、データ利活用等
のデジタル化の推進による社会課題・地域課
題解決や国策としての国民がwell-beingを
実感できる社会の実現に貢献できるものと考
えています。

問い合わせ先：大阪府阪南市政策共創室

URL：https://www.city.hannan.lg.jp

Mail：seisaku@city.hannan.lg.jp関西医科大学、コガソフトウェア株式会社、大阪府阪南市

阪南市から世界へ！「健康無関心層に響く体力・脳力測定システム」の開発

（例）図表_取組の概要がわかるもの
・先方HPやスライド等から転載可のモノを掲載
・簡単な図・イメージがある方がbetter
・掲載にあたり、許諾（出展記載）等あれば対応
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取組の概要

食品ロス削減マッチングサービス

「Utteco Katteco by タベスケ」（姫路モデル）

兵庫県姫路市
SDGs

兵庫県姫路市

食品ロス削減マッチングサービス「Utteco Katteco by タベスケ」（姫路モデル）は、市内の食品関連事業者が食品ロス
になりそうな食品を売って「ECO」、消費者はそれらの食品を買って「ECO」、自治体は事業系食品ロスの減量が図れ
「ECO」となる、３方よしのフードシェアリングサービスです。

フードバンク情報やフードドライブ情報も発信し、家庭系食品ロスの削減にもつながる、全国15自治体へ横展開されている、
注目のプロジェクトです。

姫路市は、「世界をつなぐSDGs推進都市ひめじの夢」のスローガンのもと、万博を契機に取り組みを加速します。

※2023年3月１日現在のデータです
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Utteco Katteco
by タベスケ

３方よしの
フードシェアリング

世界をつなぐSDGs推進都市
ひめじの夢

問い合わせ先：兵庫県姫路市（姫路市役所環境局美化部リサイクル課）

URL：
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000015555.html

Mail：recycle@city.himeji.lg.jp
兵庫県姫路市

「Utteco Katteco by タベスケ」（姫路モデル）

市内の食品関連事業者が、廃棄になる可能

性がある食品を通常よりも安価に販売し、ウェ

ブサイト及び姫路市公式アプリ「ひめじプラス」

で情報発信します。消費者（市民）は、スマート

フォンやパソコンから希望商品を注文でき、姫

路市は、市域の事業系食品ロスの減量が図る

ことができる、まさに「3方よし」なサービスです。

2019年度より、NPO法人フードバンクはりま

と連携し、食品ロス削減の取り組みのひとつで

あるフードドライブを開催し、生活困窮者支援

にも取り組むんでいます。

関係者みんながよろこぶ、仕組みが評価され、

全国15自治体*へ取組が横展開されるなど、

市外でも注目されている取り組みです。（*長崎県佐

世保市、三重県桑名市、山梨県甲府市、長野県松本市、栃木県鹿沼市、愛知県

安城市、宮城県仙台市、東京都八王子市、三重県亀山市、東京都小金井市、佐

賀県佐賀市、東京都江戸川区、三重県志摩市、三重県伊勢市、愛知県津島市）

姫路市では、2019年2月に「姫路市“食品ロ

ス”もったいない運動推進店」登録制度を創設。

食品ロス削減に取り組む食品関連事業者を

「姫路市“食品ロス”もったいない運動推進

店」として登録することで、事業系食品ロスの

削減を推進するとともに、登録制度の普及を通

じて市民の食品ロス削減への意識啓発を図っ

てきました。

2021年3月1日より、食品関連事業者から発

生する食品ロスの更なる削減を図るべく、全国

の自治体でも初の政策となる「姫路市“食品ロ

ス”削減マッチングサービス（Utteco 

Katteco by タベスケ）」の運用を開始しまし

た。これまで10トン以上の食品ロス削減を実現

しています（2022年11月3０日現在）。

姫路市では、2021年2月には2050年までに

二酸化炭素の実質排出ゼロを目指した「ゼロ

カーボンシティ宣言」を実施しました。さらに、

様々なSDGsに基づく施策展開を続け、2021

年5月、内閣府より「SDGs未来都市」に選定

されています（兵庫県内では2番目、播磨圏域

では初）。

現在も、「Utteco Katteco by タベスケ」事

業の他、全国初・姫路市発の域内でのペットボ

トル資源循環型リサイクル事業など、SDGs未

来都市として多角的にエコなまちづくりを進め

ています。

2025年の大阪・関西万博は「SDGs万博」と

も言われています。「世界をつなぐSDGs推進

都市ひめじの夢」をスローガンに、今後も万博

と目標をともに、多様な社会的課題解決に向け

て取り組みを加速します。

マッチングサービスの利用状況等
（2023年2月28日現在）

・ ユーザー数：37,567人

・ 協力店舗数：42店舗

・ 出品数：3,375品

・ 取引成立数：8,474件

・ 削減数：11,125,665グラム

https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000015555.html
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８０（やお）アクション ～ みんなで八尾を良くしていく１７の目標（やおSDGs：幸
せに 大好きな八尾で 元気に暮らせたら サイコー! ）～

大阪府八尾市
SDGs

大阪府八尾市

八尾市では、2025年大阪・関西万博にむけた機運醸成や市民参画の取り組みを進めています。

「80（やお）アクション」は、2025年の万博を盛り上げ、共創によるまちづくりを推進し、市民のみなさん
とともにSDGsの達成をめざす取り組みです。SDGs達成にむけて、ひとりひとりの身近な行動やさまざまなつな
がりを「80（やお）アクション」として共有することで「万博へとつながり」「万博後もまちを良くしていく」
ことを目標にしています。また、多くの方に参加していただくための「ロゴデザイン」と「17の目標とアイコ
ン・80のターゲット」を作成しました。
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８０（やお）アクションとは
みんなで八尾を良くしていく
「１７目標と８０ターゲット」

万博を通じた
八尾の機運醸成と今後の展望

2023年2月と3月を八尾にちなんで万博開
催800日前月間として、さまざまなイベントや
万博公式キャラクター（ミャクミャク）デザイン
の原付ナンバープレートの交付を開始するな
ど、機運醸成に取り組んでいます。

今後も、機運醸成や共創支援に取り組みな
がら、『80(やお）アクション特設サイト（下記
記載）』で、イベント情報や共創の取り組みの
ほか、ひとりひとりがSDGs達成にむけて宣言
する「＃わたしの８０アクション」の投稿内容な
ど万博関連情報の発信をしていきます。

「８０（やお）アクション」により、ひとりひとり
のアクションが万博だけではなく八尾の未来
に繋がっているという共感を広げるとともに、
共創の取り組みを進めることで、万博後も見
据えた八尾の成長をめざしていきます。

問い合わせ先：八尾市 政策企画部 やおプロモーション・万博推進プロジェクトチーム

担当者：高尾・穂満・眞田

URL：https://80-yao-action.net/

Mail：yaopr@city.yao.osaka.jp TEL：072-924-4002
八尾市

８０（やお）アクション

（例）図表_取組の概要がわかるもの
・先方HPやスライド等から転載可のモノを掲載
・簡単な図・イメージがある方がbetter
・掲載にあたり、許諾（出展記載）等あれば対応

８０（やお）アクションは、大阪・関西万博と
SDGs達成に向けて、一人一人の身近な行動
や様々なつながりを共有することで、「万博へと
つながり」「万博後もまちをよくしていく」ことを
目標にしています。 これは、TEAM EXPO共創
パートナーとしての取り組み「つながり、かがや
き、しあわせ感じ、ともに成長しよう ～みんなで
つくるプロジェクト～」とリンクしています。

また、SDGsと言うとハードルが高く、自分には
関係のないことと感じる方も多いかと思います
が、ちょっとした意識を変えるだけでも、社会の
変化につながります。 皆さんの活動一つひと
つを、より良い八尾に、より良い世界や未来に
つなげていくことが、このプロジェクトのめざす
ところです。 たくさんの共創やアクションが生ま
れるよう支援し、また、万博会場でも八尾の魅
力発信ができるようにオール八尾で取り組ん
でいきます。

多くの方が「８０（やお）アクション」に参加し
ていただくために、ロゴデザインは一般投票で
決定し、SDGsのゴールに定められている17の
国際目標と対応した目標とアイコンは、大阪弁
を使用したり、八尾の魅力をデザインするなど、
親しみやすいものとなる工夫をしています。

また、目標達成のための「80のターゲット」を
作成し、みんなで八尾をよくするためのアクショ
ンとして、活用を呼びかけています。市内企業・
団体から、８０（やお）アクションとそれぞれの活
動を絡めて発信したいという提案をいただくな
ど、認知と期待が高まっている状況です。

２０２３年１月に八尾の万博参加に関する情報
をまとめる特設サイトやSNSをオープンし、本格
的な広報活動も開始しました。本市が自治体
で唯一の出展となる大阪パビリオンへの出展
情報もこのサイトから発信します。

特設サイト

https://80-yao-action.net/
mailto:yaopr@city.yao.osaka.jp
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HANAZONO EXPO ～いのち輝く未来社会にふれてみよう Road to 大阪・関西万博～

大阪府東大阪市
共創

花園中央公園（大阪府東大阪市）

東大阪市は万博を身近に感じている周辺自治体として、万博の開催主旨に賛同し、万博の意義や可能性をさらに多くの
人に知っていただき、興味を持っていただくために、産学公共創のもと万博の機運醸成につながる事業「HANAZONO 
EXPO 」を開催します。
ポストコロナ社会における新しい生活様式や価値観、最先端のデジタル 技術を来場者が見て触れて体験できる機会をつ
くることにより、東大阪市のウェルビーイングの実現、にぎわいの創出及び２０２５年に開催される「大阪・関西万博」の機運
醸成につなげます。
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HANAZONO EXPO
の開催経緯

HANAZONO EXPO
の取り組み・特徴

HANAZONO EXPO
から見据える未来

東大阪市は、企業、自治体等が連携し万博等
を活用し「新産業創出と“いのち輝く未来社
会”づくり」を目指した共創活動を促進する（一
社）夢洲新産業・都市創造機構（※）に自治体
第1号として参画し、万博が生み出すイノベー
ションを東大阪が享受できるよう取り組みを開
始しました。

また、東大阪市には、「モノづくり・文化・大学・
スポーツのまち」というイノベーションを生み出
す土壌があります。万博を身近に感じている会
場の周辺自治体として、万博の開催主旨に賛
同し、万博の意義や可能性をさらに多くの人に
知っていただき、興味を持ってもらう取り組みと
して、2022年11月に市内の花園中央公園を
実験実証フィールドに「HANAZONO EXPO」
を開催しました。

※（一社）夢洲新産業・都市創造機構・・・250を越える産学公が共創
し、大阪・関西万博等を活用した新産業の創出と万博後のレガシーを
活かした未来都市の創造を目指す。大阪関西及び日本経済・社会の
進歩と繁栄に貢献する団体。

東大阪が「万博開催機運の醸成」 「大阪の
盛り上げ」 「未来をけん引する魅力あるまち」
を達成できるよう、「HANAZONO EXPO」を、
東大阪の発展と未来構築の足掛かりにしてい
きます。

また、本事業を取り巻く来場者、出展者、協賛
社、博覧会協会、近隣自治体などの全てのス
テークホルダーが大阪・関西万博をメルクマー
ルとして共創し、東大阪の地域を盛り上げる土
壌を築いていきます。

そのために、2022年だけの単発事業に留ま
らず、2025年の万博に向けた3か年で、万博
への機運醸成とともに、東大阪を象徴するイベ
ントに育て上げながら、市民の意識改革を実現
していきます。

「モノづくり・文化・大学・スポーツのまち」
という東大阪市の魅力を軸としながら、新し
い生活様式や価値観、空飛ぶクルマや最新
のVRやARなどの最先端の技術など、万博と
同様、ワクワクする未来を体感できる様々なコ
ンテンツを提供しました。

万博開催機運を高めることで、生活者に東
大阪の魅力に触れてもらうとともに、企業・大
学の社会実験やPRの場の提供につなげてい
きます。

「万博は遠い存在」という現状の市民意識
に課題を感じ、どこよりも先んじて大阪・関西
万博を実感し、最先端を体感できる場を提供
することにより、万博ＰＲ事業に留まることなく、
東大阪の魅力発信にもつなげます。

問い合わせ先：大阪府東大阪市荒本北一丁目１番１号

担当者：東大阪市企画財政部企画室企画課 平田

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000033789.html

Mail：kikaku@city.Higashiosaka.lg.jp
大阪府東大阪市

HANAZONO EXPO ～いのち輝く未来社会にふれてみよう Road to 大阪・関西万博～
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ひらかた万博：みんなで創ろう！この街の未来
2025年大阪・関西万博を契機に共創機運の高まりを枚方市へ

大阪府枚方市
共創

大阪府枚方市

枚方市では、2025年の大阪・関西万博の開催を契機に、市民、市民団体、企業、大学等、多様な主体とのパートナーシッ
プでまちの魅力向上につながるイベント・事業等の実施や、公民、民民共創による新たなビジネス創出等で地域経済の活性
化をめざす市独自の取り組み「ひらかた万博」を令和4年度からスタートしています。

また「ひらかた万博」の取り組みの一環で、ひらかた万博共創プラットフォームを令和４年９月に創設（令和5年2月末現在
５２団体の事業者等が参画）。市の地域資源（自然、歴史・文化等の観光資源等）を活かした特産品・観光コンテンツの創
出や、地域活性化につながる持続可能なビジネス創出をめざし、“共創に向けた対話”を進めています。

（引用）枚方市：「ひらかた万博」資料より
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枚方市域全体をパビリオンに 多様な主体との共創 次代に継承するレガシー

「ひらかた万博」の取り組みの一環として、
市と企業・団体等、多様な主体との共創（公
民・民民での新たな価値創造）を推進する
マッチングプラットフォーム「ひらかた万博共
創プラットフォーム」を令和4年9月に創設し
ました（令和５年２月末現在 ５２団体の事業
者等が参画）。公民、民民共創で、市の地域
資源（自然、歴史・文化等の観光資源や、各
事業者等の技術、人財等）を活用し、持続可
能で新たなビジネス創出等による地域経済
の活性化をめざしています。

本プラットフォームでは、市（ひらかた万博）と、
公民共創を希望する事業者間とのマッチング
機会を提供。リアル集合形式での対話の場
に加え、ＩＣＴを活用したデジタルコミュニケー
ションの仕組みも実証導入するなど、各主体
からの共創アイデアの発表や、連携に向けた
相互の情報交換を円滑に行うための環境整
備を進めながら対話を深めています。

問い合わせ先：枚方市 総合政策部 企画政策室 政策推進課

担当者：由比・辻・田中

URL：https://www.city.ｈirakata.osaka.jp/0000045502.html

Mail：seisakusuisin@city.hirakata.osaka.jp /Tel:072-841-1149
枚方市

ひらかた万博：みんなで創ろう！この街の未来

対話からはじまる

共創

枚方市では、2025年大阪・関西万博に向け
て、市の全域がまるごとパビリオンになるよう、
市内外を問わず、たくさんの方々が枚方市の魅
力を感じ、ワクワク・ドキドキするような取り組み
「ひらかた万博」をスタートさせています。

市の西部には江戸時代に舟運で栄えた淀川
が流れ、東部には生駒山系に連なる里山など
豊かな自然環境が残されています。このような
自然資源のほか、東海道56番目の宿場町で
ある「枚方宿」や国特別史跡の「百済寺跡」な
どの貴重な歴史・文化資源など様々な地域資
源を、公民、民民での“共創”により活かし、新
たな魅力を創出することで、市内全域がひらか
た万博パビリオンとなることをめざしています。
ひらかた万博パビリオンとなるイベント、事業
への参加・体験を通じて、枚方市への関心、愛
着（行ってみたい、住みたい等）の向上をめざ
しています。

枚方市
ひこぼしくん

枚方市の全域が

パビリオン

令和４年9月には、枚方市ひらかた万博推進
基金を創設。当該基金は、ひらかた万博共創プ
ラットフォームでの共創の取組等、ひらかた万
博の事業に活用します。

ひらかた万博を通じて、多様な事業者等との公
民、民民共創を推進し、更なるまちの魅力向上
を図り、国内外から人が集まるまち、市民として
誇れるまちへと進化することをめざします。

ひらかた万博を通じた“共創の機運”、“まちへ
の愛着”の高まりと、新たに生む “地域ブラン
ド”、“事業・ビジネス”を次代に継承するレガ
シーとして創出し、枚方市の持続的な発展、成
長に繋げていくことを、ひらかた万博に取組む
意義として位置付けています。
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