
④工程表
2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

大阪・関西万博に出展

女性活躍推進館（仮称）出展事業

連絡先
内閣府 男女共同参画局 総務課（03-6257-1357）

経済産業省 経済産業政策局 社会経済政策室（03-3501-0650）
商務・サービスグループ博覧会推進室（03-3501-0289）

①実施概要
2025年大阪・関西万博はSDGｓ達成に貢献する万博を目指しており、その中でも女性活

躍や多様性の実現は重要なテーマである。我が国においては、全ての女性が活躍することができ
る社会の実現を目指して、官民を挙げて積極的な取組を進めている中で、日本の取組や日本
における女性活躍の状況を広く国内外に発信するとともに、世界における女性活躍の状況を紹
介することを目的に、内閣府及び経済産業省、博覧会協会が、公募により選定された出展参
加者と連携・協力し、「女性活躍推進館（仮称）」を出展する。
（実施主体）内閣府、経済産業省、出展参加者（リシュモン ジャパン株式会社カルティエ）
（実施場所）女性活躍推進館（仮称）
（実施期間）全会期中

②今後の実施方針
・ （建築）計画/設計に基づき、建築工事を開始する。
・ （展示）実施設計を行い、展示の製作を開始する。
・ （運営）基本計画、実施計画の策定を進める。

③予算
ー

基本設計 実施設計 建築工事/保守/メンテナンス

基本設計

基本計画

実施設計 展示施工図
展示製作/仮組検証

映像制作/演出製作等

展示・内装工事等

基本計画 実施計画 運営に向けた準備

建築 展示 運営

7 . そ の 他
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④工程表
2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

大阪・関西万博において
「持続可能なまち」

地方創生SDGs(日本版
SDGsモデル)の発信

いのち輝く未来社会「持続可能なまちづくり」の実現
地方創生SDGs (日本版SDGsモデル)の国内外発信・展開

連絡先 内閣府地方創生推進室(SDGs班)
03-5510-2175 

自治体によるSDGsモデル推進
（SDGs未来都市）

①実施概要
2015年に国連にて全加盟国一致で採択されたSDGsを原動力に地方創生の実現を目指す

「地方創生SDGs」（日本版SDGsモデル）に関する施策・成果を、2025年大阪・関西万博において
国内外へ発信し、ベストプラクティスや課題を共有することで、世界各国の「持続可能なまちづくり」の実現に
貢献する。
具体的には、2025年、2030年に向けた下記工程表の３本の政策を推進し、毎年開催する「地方創生

SDGs国際フォーラム」を通じて、国内外の都市における地域活性化に資する取組を共有、加速化させる。

（実施主体）内閣府地方創生推進事務局・公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
（実施場所）会場内（催事場）
（実施期間）会期中一部期間

自治体×民間企業の官民連携
推進(官民連携プラットフォーム)

自治体×金融機関による企業
支援促進(地方創生SDGs金融)

国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
の

発
信

②今後の実施方針
▼2023年度取組
・2024年4月(仮)に大阪・関西万博の1年前イベントを
開催するための準備
・2025年の会場内での発信コンテンツを具体化

③予算
令和５年度概算決定額：425百万の内数

「
一
年
前
イ
ベ
ン
ト
」

and/or

国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
の

発
信

国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
の

発
信
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＞工程表

テーマウィークプロジェクト 連絡先 内閣官房国際博覧会推進本部事務局
03-3519-3613 

①実施概要
万博の目的が、地球規模の課題の解決に向けて叡智を持ち寄る課題解決型にシフトする
中、ドバイ万博では、主催者が課題解決に向けたテーマを設定し、双方向型の対話プログラム
や国際ビジネス交流を行うテーマウィークが実施され高い評価を得た。大阪・関西万博でも、ド
バイ万博のレガシーを継承・発展するため、大阪・関西万博の3つのサブテーマ（「いのちを救
う」「いのちを与える」「いのちをつなぐ」）に基づく地球規模の課題を週単位でテーマとして設定
し、課題解決型万博として、本格的な対話プログラムの導入や新たなビジネスマッチングを創
出する国際ビジネス交流を促進する。
期間中は、テーマに関するイベントやプログラムを、様々な主体が、万博会場内外、全国規
模で実施する。政府としても各テーマに合わせた企画の実施、フォーラム等の開催のほか、国
際会議の誘致や連携を行う。

（実施主体）各府省庁、自治体、民間事業者、公式参加国
（実施場所）会場内（メッセ等）、会場外（全国）
（実施期間）会期中

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

大阪・関西万博会場内外において
テーマウィークと連携した

イベント・プログラムなどを実施

テーマウィークの方針検討
各府省庁への案内

・関係府省庁と連携し具体化に向けた検討
・イベント・プログラムなどの実施準備

各種国際会議の誘致・連携
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②今後の実施方針
・博覧会協会と連携し、2023年春頃、テーマと実施期
間を決定
・各府省庁と連携し、テーマに関する国際会議の誘致
・各府省庁と連携し、テーマに関する展示やイベント等の
企画・検討。

③予算
ー

テーマと実施時期
の決定



④工程表

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

MICE案件の開催、
万博効果の波及

大阪・関西万博を契機としたMICEの誘致・開催の推進 連絡先 国土交通省観光庁参事官（MICE）
03-5253-8938

①実施概要
大阪・関西万博の機会も活用しMICE誘致のプロモーションや地域のMICE
誘致活動の支援等を行うとともに、関係府省や博覧会協会等とも連携し、各
分野でのMICEの誘致・開催を促進することで、我が国でのMICE開催案件の
増加を図る。また開催地等でのMICE開催効果を高めるための支援を行うこと
により、万博効果の波及を図る。

（実施主体）日本政府観光局（JNTO）、
観光庁、関係府省、各都市等

（実施場所）会場内外
（実施期間）開催前から期間中

②今後の実施方針
・コンベンションビューローへの支援等を通じた誘致体制の強化や開催地等でのMICE開
催効果の拡大を図るとともに、大阪・関西万博の機会を活用したMICEプロモーション・
案件誘致支援を実施する。
・関係府省等と連携し、各分野でのMICE開催案件の増加を図る。
③予算
令和４年度補正予算額：16,364百万円の内数

https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/yosan/content/001573247.pdf (P2)
令和５年度概算決定額： 213百万円の内数及び12,356百万円の内数

https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/yosan/content/001579953.pdf (P23）

大阪・関西万博の機会を活用したMICEプロモーション・案件誘致支援、
誘致体制の強化支援、開催効果の拡大支援等を実施予定

写真：日本政府観光局（JNTO）ホームページより
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https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/yosan/content/001573247.pdf
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/yosan/content/001579953.pdf
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