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東京大会で取り組んだホストタウン

・東京大会を「東京」だけのものにしな
い

・東京大会を「スポーツ」だけのものに
しない

・東京大会を「2020年（2021年）」だけ
のものにしない



2020年東京大会の開催により、多くの選手・観客等が来訪する機会を国全体で最大限生かし、
日本の自治体と、2020年東京大会に参加する国・地域の住民等が、スポーツ、文化、経済などの
多様な分野において交流し、地域の活性化等に活かす。→ 2020年を越えた末永い交流を実現。

「登録の要件」

○大会参加者との交流

○大会参加国の方々との交流～外国を知り日本を伝える

○日本人オリンピアン・パラリンピアンとの交流

ホストタウンとは

ホストタウン登録状況

・ホストタウン登録数462件、自治体数533、相手国・地域数185

５大陸 アフリカ アメリカ アジア ヨーロッパ オセアニア 計

42/54（78%） 41/41（100％） 35/44（80％） 50/51（98％） 17/17（100％） 185/207（89％）

大会時の交流

・約250自治体（累計）で約８千名の選手団の事前合宿、35自治体で焼く220名の選手団の大会後交流を受入れ



徳島県のホストタウン

ドイツ（徳島県・鳴門市・那賀町）
ハンドボール、カヌー（オリ・パラ）の合宿受入

カンボジア（徳島県・徳島市）
大会時の交流は実施できなかったが、高校生どうしの交流は継続

ジョージア（徳島県・鳴門市）

共生社会ホストタウン（水泳・陸上（パラ）の合宿受入）

大会時に石川県志賀町、福岡県大牟田市とともに交流も実施

ネパール（徳島県・徳島市）

水泳・陸上の合宿受入



那賀川

東京2020オリンピック・パラリンピック
ドイツカヌー代表チーム
事前キャンプ受入れ



●万博を大阪だけのものにしない
⇒日本全国の自治体が参画できる

●万博を2025年だけのものにしない
⇒toward2025, beyond2025が大切

●万博を博覧会だけのものにしない
⇒万博会場だけが舞台ではない

ホストタウンの考え方を応用



2025年万博に向けて徳島の魅力を国内外に発
信！

万博は「ゲートウエイ」、徳島「まるごとパビリオン」

～県民が参画し、県民が創る万博～

大阪・関西万博「とくしま活性化・魅力創出」方針
コンセプト



大阪・関西万博「とくしま活性化・魅力創出」方針
取組方針

（１）持続可能な社会づくりで世界をリード
・G20消費者政策国際会合で評価された「消費者行
政・消費者教育」をはじめ、本県の「SDGｓ」の
先進的な取組の一層の深化と普及を推進

・究極のクリーンエネルギー「水素」や「自然エ
ネルギー」の利用拡大により、「2050年カーボン
ニュートラル」の実現に向けた取組みを加速



大阪・関西万博「とくしま活性化・魅力創出」方針
取組方針

（２）未来技術のショーケースを世界に展開
・Beyond５Gを担う「次世代“光”」、８Kを活用した
「遠隔医療」など、最先端技術による近未来の姿を
提示

・世界初の「DMV」本格営業運行、デジタル技術を駆
使した「スマート農林水産業」、

「i-Construction」など、人口減少社会における持続可
能な地域づくりの処方箋を提案

80㎞離れた病院間で８K
映像をリアルタイム伝送



大阪・関西万博「とくしま活性化・魅力創出」方針
取組方針

（３）リアルとバーチャルの融合で世界に発信

・インターネット上の「バーチャルパビリオン」を
活用し、万博開始前から本県の魅力を戦略的に先
行発信し、いち早く世界との交流拡大を推進

・ARやVR技術を駆使し、「リアル」と「バーチャ
ル」の両面から、東京オリパラのレガシーである
本県の豊かな食材や、世界に誇る「あわ文化」を
実感できる場を展開



大阪・関西万博「とくしま活性化・魅力創出」方針
取組方針

2025年「大阪・関西万博」で創出された
レガシーを
2030年「ＳＤＧｓ達成」に結びつけ
県民のいのち輝く「徳島の未来社会」を
デザイン



寺内 カツコ 徳島県商工会議所連合会 会長
岡本 富治 徳島県商工会連合会 会長
布川 徹 徳島県中小企業団体中央会 会長
三木 康弘 徳島経済同友会 代表幹事
林 香与子 徳島県経営者協会 会長
梯 学 日本旅館協会徳島県支部 支部長
矢田 博嗣 徳島県観光協会 理事長
濱野 正裕 徳島県物産協会 会長
杉田 弘樹 日本旅行業協会中四国支部徳島地区委員会 委員長
中西 庄次郎 徳島県農業協同組合中央会 会長
長江 郁哉 全国農業協同組合連合会徳島県本部 県本部長
寺井 正邇 徳島県農業会議 会長
杉本 直樹 徳島県森林組合連合会 代表理事会長
久米 順二 徳島県漁業協同組合連合会 代表理事会長
金原 克也 徳島県バス協会 会長
山本 仁志 四国旅客鉄道徳島企画部 部長
澤田 康子 日本航空徳島支店 支店長
大山 芳香 全日本空輸徳島支店 支店長
井上 篤弘 NTTドコモ四国支社徳島支店 支店長

「大阪・関西万博」とくしま挙県一致協議会 委員

産 分野

第1回：2022年1月28日
第2回：2022年7月15日



「大阪・関西万博」とくしま挙県一致協議会 委員

学 分野

河村 保彦 徳島大学 学長
佐古 秀一 鳴門教育大学 学長
田村 禎通 徳島文理大学 学長
松重 和美 四国大学 学長
箕島 弘二 阿南工業高等専門学校 校長
多田 博夫 徳島工業短期大学 学長
湊 雅邦 徳島県高等学校長協会 会長
横畠 道彦 徳島県中学校長会 会長
三屋田 朗広 徳島県小学校長会 会長

官 分野

飯泉 嘉門 徳島県知事
南 恒生 徳島県議会 議長
内藤 佐和子徳島県市長会 会長
影治 信良 徳島県町村会 会長

金 分野

長岡 奨 阿波銀行 代表取締役頭取
板東 豊彦 徳島大正銀行 代表取締役頭取



「大阪・関西万博」とくしま挙県一致協議会 委員

労 分野

大谷 竹人 日本労働組合総連合会徳島県連合会 会長
川越 敏良 徳島県労働者福祉協議会 会長

言 分野

池上 治徳 徳島新聞社 理事社長
長野 和佳子 NHK徳島放送局 局長
岡元 直 四国放送 代表取締役社長

有識者 分野

齋藤 義郎 徳島県医師会 会長
松本 侯 徳島県歯科医師会 会長
稲井 芳枝 徳島県看護協会 会長
清水 英範 徳島県文化振興財団 理事長
三好 誠治 徳島県国際交流協会 理事長
加渡 いづみ 働く女性応援ネットワーク会議会長（とくしまSDGｓ未来会議会長）
青木 正繁 徳島県総合計画審議会「未知への挑戦」推進部会
近藤 明子 徳島県総合計画審議会「未知への挑戦」推進部会

オブザーバー 徳島大学 野地 澄晴 学長補佐



〇分野別「検討部会」を設置し、2022年度中に基本
計画を策定予定

◆ 産業・未来技術 部会

◆ 誘客（観光・食・文化・交通）部会

◆ 機運醸成・魅力発信 部会

「大阪・関西万博」とくしま挙県一致協議会（産学官金労言）

2025年大阪・関西万博 万博は「ゲートウェイ」、徳島「まるごとパビリオン」
～県民が参画し、県民が創る万博～



徳島まるごとパビリオンに！

〇地元住民を対象にした都道府県魅力度ランキング
徳島県47位（1位沖縄県、2位福岡県）

提供：2025年日本国際博覧会協会

• 都道府県魅力度ランキング（地域ブランド調査）2021

徳島県42位（1位北海道、2位京都府・・）

• 完全テレワークだったら暮らしたいエリア

徳島県46位（1位東京都、2位神奈川県）

• ワーケーションしたいエリア

徳島県47位（1位北海道、2位沖縄県）



１ 万博会場・徳島県特設パビリオン
（2025年4月13日～10月13日）

２ ホストタウン相手国パビリオン・ナショ
ナルデーイベントとのコラボ
（2025年4月13日～10月13日）

３ 他の出展者とのコラボレーション
４ バーチャルパビリオン

（2022年4月プレオープン）

５ 徳島まるごとパビリオン
（2025年4月～）

徳島県５つのアプローチ

2025年大阪・関西万博 万博は「ゲートウェイ」、徳島まるごとパビリオン」
～県民が参画し、県民が創る万博～



１ 万博会場・徳島県特設パビリオン

提供：2025年日本国際博覧会協会

関西パビリオン
（徳島パビリオン）

大阪府市
パビリオン

夢洲駅



１ 万博会場・徳島県特設パビリオン

〇出展参加のテーマ『いのち輝く関西悠久の歴史と現在』

〇出展参加でめざすもの
ア地域に息づく「いのち」と未来へと続く「いのち」の発信
関西各府県の生活環境、産業立地、観光・文化等の魅力を、
各府県ごとの切り口で提示し、日本で最も長く息づき、根
付いてきた地域の「いのち」の姿と、未来へと続く「いの
ち」の姿を日本・世界の人々に伝える。
イ関西各地へのゲートウェイ来場者に関西地域での暮ら
し・仕事・楽しみを示すとともに、この場から関西各地へ
の視察・観光旅行へダイレクトに誘導することを目指す。

〇面積 ２,４５３㎡（最大建築面積１,７１７㎡）

〇出展参加府県（９府県）：滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、
和歌山県、鳥取県、徳島県、福井県、三重県



４ バーチャルパビリオン



SDGsをテーマに徳島の魅
力（人・モノ・コト）や
子どもたちの夢を発信
・自然
・歴史
・文化
・農林水産物・工業製
品・工芸品

・料理・・・・

４ バーチャルパビリオン/まるごとパビリオン



ヒューマンミュージアム制作のイメージ

①専門家を講師に取材の方法
等を学習

③地元の魅力的な「人」等を取材②地域の方々とどういうコン
テンツ・人を紹介するか検討
外国人の方々からもどんな情
報が得たいかをヒアリング

④専門家の指導を受け、バーチャ
ルパビリオンに掲載する画像等を
作成
自分たちで地域の紹介ビデオなど
も作成

⑤バーチャルパビリオン上に情報
掲載（多言語、アクセシビリティ
に配慮）
協力してくれた地域の方、海外の
方などに見てもらい微修正

⑥リアル会場と結んだ交流
⑦訪問客とのリアル交流

万博期間中

４ バーチャルパビリオン/まるごとパビリオン



未来のクリエイター養成講座



徳島に住む子どもたちが、国内外・地域の素晴ら
しい方々と出会い、触れ合う

感動、ワクワクを体験

地域に誇りを持つ

魅力を発信する

徳島を訪れる人が「人」に触れ、体験し、
徳島ファンになる



５ 徳島まるごとパビリオン






