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徳島の評価徳島の評価
• 都道府県魅⼒度ランキング（地域ブランド調査）2022
徳島県41位（1位北海道、2位京都府・・5位⼤阪府）

• 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・・5位⼤阪府）

• 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・・9位⼤阪府）

〇地元住⺠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、3位北海道・・、6位兵
庫県、13位⼤阪府・・ ）



東京オリパラホストタウンから
2025年大阪・関西万博へ

●東京大会を「東京」だけのものにしない
＝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

●東京大会を「スポーツ」だけのものにしない
＝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

●東京大会を開催時だけのものにしない
＝万博を2025年だけのものにしない

⇒toward2025, beyond2025が大切



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

全国のホストタウン登録数462件、自治体数533、相手国・地域数185



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





2022年10月

ニーダーザクセン州
カヌーチーム来訪



テーマ：いのち輝く未来社会のデザイン
DESIGNING FUTURE SOCIETY FOR OUR LIVES

サブテーマ：
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)

コンセプト：
People’s Living Lab （未来社会の実験場）

開催期間：2025年4月13日〜10月13日 184日間
開催場所：⼤阪夢洲（ゆめしま）
想定来場者数：約2,820万人
参加国：147カ国・地域、8国際機関（ 2022.10.25現在）

2025年⼤阪・関⻄万博2025年⼤阪・関⻄万博



2025年「⼤阪・関⻄万博」で創出されたレガ
シーを
2030年「ＳＤＧｓ達成」に結びつけ
県⺠のいのち輝く「徳島の未来社会」をデザ
イン

万博は「ゲートウエイ」、徳島まるごと「パビリオン」
〜県⺠が参画し、県⺠が作る万博〜

万博は「ゲートウエイ」、徳島まるごと「パビリオン」
〜県⺠が参画し、県⺠が作る万博〜



⼤阪・関⻄万博「とくしま活性化・魅⼒創出」
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・関⻄万博「とくしま活性化・魅⼒創出」
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・関⻄万博「とくしま活性化・魅⼒創出」
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



１ 万博会場を通じた取組み
・万博会場・徳島県特設パビリオン
（2025年4月13日〜10月13日）

・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）

・他の出展者とのコラボレーション
２ バーチャルパビリオン

（2022年5月プレオープン）
３ 徳島まるごとパビリオン

（2025年4月〜）

徳島県の３つのアプローチ

2025年⼤阪・関⻄万博 万博は「ゲートウェイ」、徳島まるごとパビリオン」
〜県⺠が参画し、県⺠が創る万博〜

2025年⼤阪・関⻄万博 万博は「ゲートウェイ」、徳島まるごとパビリオン」
〜県⺠が参画し、県⺠が創る万博〜



１ 万博会場を通じた取組〜徳島県特設パビリオン１ 万博会場を通じた取組〜徳島県特設パビリオン

〇出展参加のテーマ『いのち輝く関⻄悠久の歴史と現在』

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
関⻄各府県の⽣活環境、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、日本で最も⻑く息づき、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。
イ関⻄各地へのゲートウェイ来場者に関⻄地域での暮ら
し・仕事・楽しみを示すとともに、この場から関⻄各地へ
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



１ 万博会場を通じた取組〜徳島県特設パビリオン１ 万博会場を通じた取組〜徳島県特設パビリオン

提供：2025年日本国際博覧会協会

関⻄パビリオン
（徳島パビリオン）

大阪府市
パビリオン

夢洲駅



関⻄パビリオン建築計画の概要
【夜間（鳥瞰図）】

出典：関⻄広域連合



関⻄パビリオン建築計画の概要
【内部（エントランス）】

出典：関⻄広域連合



関⻄パビリオンに参加する府県は、大阪・関⻄万博の開
催地を中⼼として取り囲むように⽴地しており、これらを地
理的な並びで配置

関⻄パビリオン建築計画の概要

 関⻄パビリオンに参加する府県は、大阪・関⻄万博の開催地を中⼼として取り囲むように⽴地。
 その参加府県の地理や隣接関係を来館者が⾃然と感じとれるように、展⽰スペース内の並びを地理的配置で表現。
 また中⼼で関⻄全体を表現する展⽰を展開することで関⻄を⼀体的にアピールする。

内部レイアウトイメージ内部レイアウトイメージ

来場者は、メイン出入⼝から中央の関⻄ス
ペースに入り、そこから訪れたい府県の展⽰ス
ペースに引き込まれるレイアウトとする

関西全体

出典：関⻄広域連合



２ バーチャルパビリオン２ バーチャルパビリオン



３ 徳島まるごとパビリオン３ 徳島まるごとパビリオン

提供：2025年日本国際博覧会協会



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・・・・

３ 徳島まるごとパビリオン３ 徳島まるごとパビリオン



３ 徳島まるごとパビリオン〜徳島の⿂・春３ 徳島まるごとパビリオン〜徳島の⿂・春

出典：とくしま漁連website



３ 徳島まるごとパビリオン〜徳島の⿂・夏３ 徳島まるごとパビリオン〜徳島の⿂・夏

出典：とくしま漁連website



３ 徳島まるごとパビリオン〜徳島の⿂・秋３ 徳島まるごとパビリオン〜徳島の⿂・秋

出典：とくしま漁連website



３ 徳島まるごとパビリオン〜徳島の⿂・冬３ 徳島まるごとパビリオン〜徳島の⿂・冬

出典：とくしま漁連website



３ 徳島まるごとパビリオン
〜徳島の海の恵み季節を通じて食べられる
３ 徳島まるごとパビリオン
〜徳島の海の恵み季節を通じて食べられる

出典：とくしま漁連website



３ 徳島まるごとパビリオン〜養殖・加工品３ 徳島まるごとパビリオン〜養殖・加工品



３ 徳島まるごとパビリオン〜鳴門市３ 徳島まるごとパビリオン〜鳴門市

ハートの島を見下ろすカフェ
（フレンチ・モンスター）

出典：鳴門市website等



出典：くるくるなるとwebsite



出典：阿波ナビwebsite

大塚国際美術館

阿波人形浄瑠璃
阿波おどり

ドイツ館



３ 徳島まるごとパビリオン〜鳴門酒蔵街道３ 徳島まるごとパビリオン〜鳴門酒蔵街道

出典：鳴門酒蔵街道website

県道12号線



３ 徳島まるごとパビリオン〜マリンスポーツ３ 徳島まるごとパビリオン〜マリンスポーツ
SUP

シーカヤック

スキューバーダイビングサーフィン

出典：阿波ナビwebsite



３ 徳島まるごとパビリオン〜豊かな自然３ 徳島まるごとパビリオン〜豊かな自然

出典：阿波ナビwebsite



３ 徳島まるごとパビリオン〜豊かな自然３ 徳島まるごとパビリオン〜豊かな自然

千年サンゴ

高さ9ｍ、根元の周囲31ｍ。クリ
スマスツリーのような形状で海
底18ｍからそびえ⽴っている巨
⼤なコブハマサンゴ。

出典：阿波ナビwebsite



３ 徳島まるごとパビリオン〜体験・⾒学３ 徳島まるごとパビリオン〜体験・⾒学

牡蠣養殖（海陽町） 海士体験（伊座利）

藍染体験（海陽町）
日和佐うみがめ博物館カレッタ

出典：阿波ナビwebsite



四国最古の禅寺・城満寺

世界で一つDMV

３ 徳島まるごとパビリオン〜海陽町３ 徳島まるごとパビリオン〜海陽町

出典：海陽町観光協会website



重要伝統的建造物群保存地区
牟岐町 出羽島漁村集落
重要伝統的建造物群保存地区
牟岐町 出羽島漁村集落



３ 徳島まるごとパビリオン３ 徳島まるごとパビリオン



３ 徳島まるごとパビリオン３ 徳島まるごとパビリオン



万博会場とつなぐ海上交通ルート実証

インバウンド受入態勢の強化へ！ 夢と希望の新交通ネットワークの構築

県内・四国
各地へ！

徳島

大阪国際空港
（２滑走路）

京都

新大阪

関西国際空港
（２滑走路）

徳島阿波おどり空港
（１滑走路）

南紀白浜空港
（１滑走路）

神戸空港
（１滑走路）

◎夢洲

関西広域連合・
日本国際博覧会協会へ提案
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訪日外国人旅行者６０００万人を見据えた
関西からの「誘客促進」や「交流人口の拡大」

実証運航の方向性

本格運航に向けたスケジュール本格運航に向けたスケジュール

【大阪・関西万博】

Ｒ７（2025）Ｒ元（2019）

導入検討

【東京ｵﾘ･ﾊﾟﾗ】【四国DC】

実証運航 ・ 効果検証 検証結果を踏まえ本格運航へ

・・・

実装

交流人口の拡大に向け「新たな海上交通」導入へ

【ﾗｸﾞﾋﾞｰWC】

Ｒ3（2021）

・「関西国際空港」をはじめとする
「大阪湾ベイエリア」５空港７滑走路との
有機的連携

・大鳴門橋、渦潮等を楽しむ
「プチクルーズ」要素を付加した、

周回ルート運航

Ｒ2（2020） Ｒ4（2022）
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2025年を越えた自転車王国徳島への取組



お約束：SDGs 誰一人取り残さない
・多言語
・バリアフリー

３ 徳島まるごとパビリオン３ 徳島まるごとパビリオン

県⺠一人ひとりが参画する万博へ

語りつくせない魅⼒満載の徳島へ
是非、遊びに来てください！


