２０２５年 日 本国 際 博覧 会へ 向けて

ڛʁ̐̎̐̓೧ೖຌࠅࡏദལճڢճ

ڛʁ̐̎̐̓೧ೖຌࠅࡏദལճڢճ

機構概要

一般社団法人 夢洲新産業・都市創造機構
◆ 沿革
2020 年 3 月 18 日

一般社団法人 夢洲新産業・都市創造機構 設立（夢洲新産業創造研究会より移行）

◆ 設立趣旨

本法人は、
「大阪・関西万博」が開催される夢洲において、万博・成長型IR・夢洲まちづくりがシナジーを発揮し、万博後も成長型IRが核
となり、世界の人々を魅了するイノベーションリゾートとして持続可能に成長するために、産学公が共創し、IR産業、観光文化産業、健
康医療産業等多様な連携による新サービス、新事業、新技術等を創出し、万博のレガシーを活かす未来都市の創造を目指す。
あわせ
て、会員相互の啓発、交流を深め、大阪・関西及び我が国の経済・社会の進歩と繁栄に貢献する。

◆ 目的

本法人は、次のことを目的とする。
(1)万博及び成長型IRと連携し、国際的な産学公共創による新産業創出と未来都市創造を促進するオープンイノベーション拠点の構
築と持続可能なエコシステムの形成
(2)万博及び成長型IRを活用した夢洲まちづくりのあり方、及び2050年を見据えた新しい価値観や社会・経済システム等未来社会像
の研究
(3)IR産業における地域共生、産業育成、送客、地方創生等に寄与する仕組みづくりとパートナーシップの促進及び中堅中小企業を含
む調達プラットフォームの構築

◆ 事業

本法人は、本法人の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)万博、成長型IR、夢洲まちづくりに関わる諸テーマについての調査、研究、提言
(2)産学公共創オープンイノベーション拠点の構築・運営とエコシステムの創出
(3)産学公共創による新技術や新サービスの実証、実装、事業化の支援
(4)万博・成長型IR・夢洲まちづくりに関わる関係者や国、
自治体、経済団体等との連携、協力
(5)本法人の事業に関する情報発信、
シンポジウムや講演会の開催、会員相互の研鑽や交流
(6)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

機構の活動を通して拡がる共創フィールド

◆ 役員

電気・機械、生活・飲食
その他製造
製薬、サービス、商社

【理事】

代表理事
井垣 貴子：
（株）健康都市デザイン研究所 代表取締役社長

都市インフラ、情報・ICT
通信

理事
深野 弘行：
（一社）関西経済同友会 前代表幹事

興行、各種施設
スポーツ、観光

融資、マッチング
自治体
商工会議所等団体

鳥井 信吾：サントリーホールディングス
（株）代表取締役副会長、大阪商工会議所 会頭
黒田 章裕：コクヨ
（株）会長、大阪商工会議所 副会頭
手代木 功：塩野義製薬（株）代表取締役会長兼社長、大阪商工会議所 副会頭

設計、建設

福島 伸一：
（株）大阪国際会議場 代表取締役社長、
（公財）大阪観光局 会長
浮舟 邦彦：滋慶学園グループ 総長
角元 敬治：
（株）三井住友銀行 取締役副会長、
（一社）関西経済同友会 代表幹事

コンサル、大学
研究機関

代理店、集客、MICE、観光

奥山 清行：
（株）KEN OKUYAMA DESIGN 代表取締役

【監事】

斉藤 行巨：政治と経済研究所 代表
福島 敏夫：公房法律事務所 代表/弁護士
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会員状況

2022 年 9 月 1 日時点

会員

部会

会員種別

法人数

会員数

幹事会員

86 法人

478 名

オブザーバー

1 法人

2名

第 1 部会

エンターテイメント
スポーツ
アクティビティ領域

358 名

第 2 部会

ホスピタリティ・観光
Well-Being 領域

402 名

第 3 部会

都市魅力創造・MICE
領域

440 名

一般会員

59 法人

219 名

特別会員

71 法人

248 名

第 4 部会

万博 (Society5.0・
SDGs など ) 領域

430 名

登録会員

20 法人

30 名

第 5 部会

地域経済発展
産学公共創領域

454 名

合計

237 法人

977 名

合計

2084 名

※夢洲機構ホームページより転載
※ロゴリストにつきましては、掲載を希望された法人のみ掲載しております
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【第２部会】
ホスピタリティ・観光・Well-Being 領域
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【第３部会】都市魅力創造・MICE
領域
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ভણقਸ਼ڰভك
【第４部会】
万博（Society5.0・SDGs など）領域
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TEAM EXPO 2025 共創パートナー事業
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事務局事業

夢洲新産業・都市創造セミナー・フォーラム
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事務局事業
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事務局事業
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事務局事業

大学 EXPO フォーラム
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事務局事業

自治体 EXPO フォーラム

大学・自治体 EXPO フォーラム
TOPICS

第 2 回自治体 EXPO フォーラム
「船上 MICE」を 開催

多様な実証・実装フィールドを持つ自治体と産学が
具体的な課題やテーマで共創するフォーラムを、夢洲
機構会員である両備グループの「御座船安宅丸」の船
上で開催致しました。
同じく夢洲機構会員の村川学園
の学生の皆様が関西圏の海の幸、畑の幸、山の幸を用
いたリージョナルキュイジーヌのお弁当を創作し、参
加者へ配布。
当日の模様は日本国際放送を通じて全世
界へ配信されました。
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事務局事業

いのち輝く ARTs for Beyond SDGs KANSAI 〜大阪・関西万博に向けて〜
芸術文化・アートは、人々に感動や生きる喜びをもたらし人生を豊かにするものであると同時に、ダイバーシティでインク

ルーシブな社会を創造する上で大きな力となります。
心に影響を与え、潜在意識が変わることにより行動変容が起こることで、
ひとりひとりの心の中に根付くアートの力で SDGｓの 17 のゴールを達成し、Beyond SDGs を導く源泉になることを目指し
ます。

■ 第 1 回企画

落合陽一

物化するいのちの森 ―計算機と自然―

2021 年 11 月〜 12 月

【企画趣旨】 〜日本人の自然観・芸術と SDGｓから未来の
「いのちの森」
へ〜

日本人は古来、森羅万象にいのちが宿ると考え、自然を愛で、自然と共生する生き方を生活文化から芸術、美学にまで昇華し
てきました。
このような
「日本人の自然観」
や芸術・美学は、SDGs の達成に貢献できます。
「日本人の自然観」
を未来技術・デ

ジタルを活用することで、SDGs と Beyond SDGs の
「未来の自然観」
を
「リアルなモノ・場所」
に溶け込ませ、有限の
「いのち」
が無限の
「いのち」
に繋がる未来の森
「いのちの森」
を体感する実証実験的な Exhibition です。

■ 第 2 回企画

次世代リーダー育成事業
事業企画スペシャリスト養成講座
9 月〜 11 月の日程で世界遺産京都醍醐寺にて、
5 回開催予定

【企画趣旨】事業企画スペシャリスト養成講座

持続可能性への意識の高まり、多様性やガバナンスなど新たな社会規範の
登場、戦後の平和を支え続けた国際レジームの綻びなど、今、社会のパラダ

イムが大きく変化し始めている中で、新たな未来を切り拓いていくために、
過去に学び未来を予測する思考力と、他者に共感を与え行動を促す表現力
を備えた、
社会を動かすことのできる企画力を養成します。
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事務局事業
【講師】
石川 勝氏
石黒 浩氏
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：プランナー／シンク・コミュニケーションズ 代表
２０２５年日本国際博覧会協会 万博会場運営プロデューサー
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：大阪大学教授／ ATR 石黒浩特別研究所客員所長
２０２５年日本国際博覧会協会 テーマ事業プロデューサー
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奥山 清行氏：工業デザイナー／ ( 株 )KEN OKUYAMA DESIGN 代表取締役
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落合 陽一氏：メディアアーティスト
２０２５年日本国際博覧会協会 テーマ事業プロデューサー
堤 浩幸氏
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：富士通 ( 株 ) 執行役員
（SEVP Japan リージョン CEO）

■ 第 3 回企画

石黒 浩 いのちを拡げる「いのちの未来」
プレイベント 11月 世界遺産京都醍醐寺にて開催予定

【企画趣旨】1970 年大阪万博から 50 年を経て、これからの「いのち」のあり方を考

える企画。
日本には古来より存在する、人間だけでなく様々な対象に
「いのち」
が宿

ると捉える文化が、
技術と融合することで
「いのちの未来」
への可能性を拡げます。
伝統と技術革新、芸術と科学等、人間と非人間が共につくりあげる、進化したアン
ドロイド オルタ４と渋谷慶一郎氏が奏でる総合芸術「アンドロイドコンサート

（仮）
」
を、世界遺産 醍醐寺の国宝五重塔を背景に行い、広義のダイバーシティや新

醍醐寺 五重塔

しい調和
「いのちの未来」
についての可能性とメッセージを発信します。

ドバイ万博日本館主催事業 渋谷慶一郎
アンドロイド・オペラ
「MIRROR」2022.03 より

関西公立私立医科大学・医学部連合
「いのち輝く未来を拓く産学公共創シンポジウム〜 EXPO2025 に向けて」
夢洲新産業・都市創造機構会員の
「関西公立私立医科大学・医学部連合」
( 京都府立医科大学、奈良県立医科大学、大阪公立大

学医学部、和歌山県立医科大学、関西医科大学、兵庫医科大学、近畿大学医学部、大阪医科薬科大学医学部 ) の学長、医学部長 8
名全員が登壇し、Saving Lives、Empowering Lives、Connecting Lives をサブテーマに、いのち輝く未来社会のデザインをテー

マに開催される２０２５
「大阪・関西万博」
に向けて、
「いのち輝く未来を拓く産学公共創シンポジウム」
を継続開催しています。

関西公立私立医科大学・医学部連合 事務局
大阪市北区梅田3-4-5毎日新聞ビル8階

：

http://www.kenkotoshi.com / TEL：06-6136-8800

関西公立私立医科大学・医学部連合 事務局
E-mail：info@kenkotoshi.com

大阪市北区梅田3-4-5毎日新聞ビル8階

：

http://www.kenkotoshi.com / TEL：06-6136-8800

E-mail：info@kenkotoshi.com

15

事務局事業

事業構築・推進のための視察・意見交換・実証プロジェクトなど
大学 EXPO フォーラムと自治体 EXPO フォーラムに登壇された大学や自治体と夢洲機構が共創する具体的な事業を構築、推
進するために、フォーラム後にそれぞれの現地を訪問し、プロジェクトチームを組成し、意見交換会を継続して実施。
具体的な
課題を抽出し企画立案し、
実証プロジェクトの実施や事業化を図ります。

■ 近畿大学「THE GARAGE」 訪問 ２０２１ 年５月
２０２１年４月に近畿大学を訪問、近畿大学アカデミックシアターに開設された
「THE GARAGE」
を視察しました。
「GARAGE」
とい

う名前は、間口の広さを表現しており、地元ものづくり企業とのネットワークを活動基盤とする産学連携機能を持つ施設です。
課題発掘の場「マテリアル」
では、近畿

大学や地元企業の研究成果や製品が展示されており、さらに交流拠点となる「カフェ」
、

企画・開発用途を実践する「メイク」
の３ゾーンで構成されています。
万博に向けた新たな産業創出を目指して、夢洲機構の多様
性にあふれる様々な法人、団体と “つなぐ力” で連携効果を発揮し、近畿大学、
「THE GARAGE」の関係者と連携を取りつつ、具体
的なアクションに繋げていければ幸いです。

世耕経営戦略本部長より「THE

THE

■ 和歌山大学

訪問

GARAGE」について説明

GARAGE（MATERIAL） 視察

近畿大学アカデミックシアター

視察

THE GARAGE（CAFE） 視察

２０２１ 年１１月

和歌山大学を訪問し、様々な研究内容についてご説明いただき、キャンパスを見学いたしました。
舟運を活用した観光振興施策
や、
「大阪・関西万博」
を活用した和歌山の観光・魅力発信、VR 観光を活用した新たな和歌山の魅力発信の可能性や夢洲機構の

もつ既存のテーマとの融合、食を通じた地域連携などについて意見交換を行い、今後ともリアル・オンラインを交えて議論を進
めて参ります。

意見交換会

■ 高槻市

訪問

意見交換会

和歌山大学

観光学部棟

２０２２ 年１月

「まちの魅力を生かしたにぎわいづくりについて（歴史資産活用の取組について）
」
高槻市を訪問し、安満遺跡公園やいましろ大王の杜を視察し、意見交換を行いました。
濱田市長からは、
「将棋会館の移転が決定

し、将棋文化の振興に努めていく」
「歴史あるまちとして市内の歴史資産を有効活用するとともに、2025 年の
「大阪・関西万博」
を起爆剤とし、高槻市の魅力を発信していく」というお話を伺い、魅力あるまちづくりにむけて今後とも意見交換を進めて参り
ます。
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いましろ大王の杜 視察

高槻市紹介

■ 阪南市

安満遺跡公園 視察

市長表敬・意見交換

集合写真

訪問 ２０２２ 年２月

阪南市を訪問し、西鳥取漁港や月化粧ファクトリー、浪花酒造を視察し、意見交換を行いました。
阪南市では、
「ブルーカーボン

からつながる共創のまち」として、
TEAM EXPO 2025 共創パートナーに参画され、
「里山里海をフィールドにした共創の取組み」
を全国・世界へ発信されています。
また、市の活動
「海を守り隊」
や
「海洋教育パイオニアスクール・プログラム」
など、様々な活
動についてもご説明いただき、
理解を深めました。
阪南市の先進的な取組みに夢洲機構も協力・共創して参ります。

西鳥取漁港＜養殖場へ＞

しおさい楽習館視察・意見交換会

月化粧ファクトリー

かき養殖場 視察

視察

ワカメ養殖場に関するレクチャー

浪速酒造

視察

水野市長挨拶

■ 泉佐野市訪問 7 月実施
■ 花園万博

開催協力 11 月 5 日 ( 土 )・6 日 ( 日 ) 開催

夢洲機構の自治体会員第 1 号で幹事会員の東大阪市が開催する「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〜」
を準備段階から開催まで、
夢洲機構として協力・支援します。

■ 第 1 回大学祭ネットワーク祭典〜大阪・関西 EXPO に向けて

今秋予定

関西圏に多くの多様な大学があるリソースを活かし、学生たちを万博に繋げるとともに、万博開催時にはサテライトに
なるように、
大学祭をネットワークし、
各大学の多様な大学祭をリアルでもバーチャルでも繋ぎ発信します。
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万博首長連合との連携
「2025 年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合 ( 万博首長連合 )」第 2 回総会において、全国約
600 の自治体が参加する万博首長連合が夢洲機構と連携し、万博の機運醸成と万博を活用した未来の地城・産業の創造・
活力向上に取組むことが表明されました。全国各地の特産品や文化を持ち寄る物産展とビジネスマッチングの展示会を

複合した「（仮）全国味腕自慢物産展」の開催や「全国自治体 EXPO PLL Talks」の配信など、実現に向けた取組みを進めて
参ります。

■ 全国自治体いのち輝く 共創 EXPO 〜日本各地の魅力を産学公で万博に繋ぎ、
世界へ〜
「第 1 回全国自治体 EXPO PLL Talks」 9 月 2 日 ( 金 ) 開催予定

「2025 年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合」
( 万博首長連合 ) は、
『２０２５年日本国際博覧会』
を目指し、全国の自治体及び企業等が連携することにより、世界に向けた地域文化の発信や、地域の未来づくりを支援する
こと等を通じて、国家イベントである『２０２５年日本国際博覧会』の機運醸成を図り、日本全体の発展を担うことをミッ
ションに設立されました。
この目的の実現に向けた取組みの一つとして、主催：
（一社）
夢洲新産業・都市創造機構 、共催：
（公社）
2025 年日本国際博
覧会協会 、協力：万博首長連合で、
「全国自治体 EXPO PLL Talks」
を実施いたします。
本取組みは、
「EXPO PLL Talks」
として実
施されるもので、
（公社）
２０２５年日本国際博覧会協会公式 Youtube チャンネルで、
万博首長連合会員の自治体首長と経済
界や学界の方が登壇して、
毎月、
継続して万博開催時まで国内外に向けて発信されます。
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■イベント出展

夢洲機構会員が主催するイベントへ出展
万博首長連合と各自治体の取組みを PR します

① FOOD STYLE Japan 2022 への出展
（予定）
東京ビッグサイト：2022 年 9 月 28 日 ( 水 )・29 日 ( 木 )
マリンメッセ福岡：2022 年 11 月 9 日 ( 水 )・10 日 ( 木 )
インテックス大阪：2023 年 1 月 25 日 ( 水 )・26 日 ( 木 （*
) 第 4 期）
②第 2 回大阪・関西万博開催支援 EXPO への出展
（予定）
インテックス大阪：2022 年 11 月 9 日 ( 水 )・10 日 ( 木 )

■花園万博への出展
（予定） 11 月 5 日 ( 土 )・6 日 ( 日 )
■OKASHI EXPO JAPAN

今秋以降、
一週間程度の会期で調整中

往古来今より、人々に幸せな気持ちを与え続ける
「OKASHI」
が持つ力は、万博のサブテーマである Saving Lives ( いのちを
救う )、Empowering Lives ( いのちに力を与える )、Connecting Lives ( いのちをつなぐ )、にも繋がる。
「OKASHI」
を使った
イベントを開催し、大阪・関西万博が目指す持続可能な開発目標
（SDGs）
達成への貢献、地域経済の活性化、豊かな日本文
化を発信します。
（公社 ) 日本青年会議所 菓子部会のバックアップを受け、
全国有名百貨店にて年 2 回の継続開催を予定。
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会員交流会
■ 第 1 回会員交流会：２０２０年１０月＜オンライン開催＞
■ 第２回会員交流会：２０２０年１２月＜オンライン開催＞
■ 第３回会員交流会：２０２１年 ３月

佐治敬三メモリアルホール ＜リアル開催＞

・広い会場に 5 〜 6 名のグループ席を用意し、時間内で 3 回テーブルを交換し
名刺交換や各種情報共有、取組の PR や事業領域の紹介等を行いました。

■ 第 4 回会員交流会：２０２１年７月

花園ラグビー場 2019 ルーム ＜ハイブリッド開催＞

・部会活動報告、TEAM EXPO 2025 共創パートナーへの登録及び活動報告、チー
ム発表を実施。その後リアル出席メンバーで名刺交換会を実施しました。

■ 第 5 回会員交流会：２０２１年１１月 ＜オンライン開催＞

・機構の業容紹介、部会活動報告、TEAM EXPO 2025 共創パートナー事業活動

報告、ステークホルダーとの連携活動報告、ホームページ紹介、若手会報告、
チーム発表を実施しました。

■ 第 6 回会員交流会：２０２２ 年３月 ＜オンライン開催＞

・部会、TEAM EXPO２０２５ 共創パートナー事業、若手会、事務局事業の活動
報告と会員７法人によるプレゼンテーションを行いました。

■ 第 7 回会員交流会：２０２２ 年 7 月
毎日インテシオ＜リアル開催 ＞

・部会、TEAM EXPO２０２５ 共創パートナー事業、若手会、事務局事業の活動
報告とグループセッションを行いました。

２０２５年「大阪・関西万博」

２０２５年「大阪・関西万博」

会場パース（提供：２０２５年日本国際博覧会協会）
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入会規定

一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構 入会規定
一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

本規定は、一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構（以下、本法人という）の目的に賛同する会員に係る事項について定める。

（会員種別と年会費）

第１条 会員は本法人の目的に賛同して入会した法人又は個人とする。当法人の会員は、次の 4 種とし、幹事会員をもって一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

（1）幹事会員 本法人の目的に賛同し事業を推進するため入会した法人又は個人
＊総会・幹事会・月例研究会・部会・全ての会員交流会に参加可
＜年会費：10 万円＞
（2）一般会員 本法人の目的に賛同して入会した法人又は個人
＊月例研究会・部会・全ての会員交流会に参加可
＜年会費：5 万円＞
（3）一般会員 特別会員 本法人の目的に賛同して入会した公共機関、非営利法人、大学等学校法人、有識者
＊月例研究会・部会・全ての会員交流会に参加可
＜年会費：無料＞
（4）登録会員 本法人の目的に賛同して登録した法人又は個人
＊年数回の会員交流会に参加可
＜年会費：無料＞
※年会費は会員１法人の金額。１法人で複数の個人が登録しても年会費は同額。
※全ての会員において入会金は無し。
※特別会員も、幹事会員の年会費を納入すれば幹事会員になることができる。

（入会）

第２条 幹事会員となるには、所定の書面をもって申し込み、理事会の承認を受けなければならない。一般会員及び特別会員、登録
会員となるには、所定の書面をもって申し込み、幹事会の承認を受けなければならない。幹事会員と一般会員は、第 1 条に定める
年会費を納入しなければならない。

（有効期間）

第３条 会員資格の有効期間は 1 事業年度とする。ただし、入会初年度については、入会承諾書を発行したときから、その年の事業
年度の期間内とし、以後については、退会、又は除名もしくは会員資格の喪失が無い限り、自動的に 1 年ごとに更新されるものとする。

（退会）

第４条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

（除名）

第５条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

（1）定款及びその他の規約に違反したとき
（2）当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
（3）その他の除名すべき正当な事由があるとき

（会員資格の喪失）

第６条 退会、又は除名の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

（1）所定の会費を納入せず、督促後なお 1 年以上納入されないとき
（2）会員が解散又は死亡したとき

（会員資格喪失に伴う権利及び義務）

第７条 会員が退会、又は除名、会員資格の喪失により、その資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。又、本法人は会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びそ
の他の拠出金品は返還しない。

（会員名簿）

第８条 本法人は、会員の名称及び住所等を記載した会員名簿を作成する。

（届出）

第９条 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく所定の書面で変更の届け出をする。
以上
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