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５．多様な魅力の創出・発信やさらなる交流の促進 
 

 

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、人の移動と交

流への制約が長期化する中、観光需要が激減するとともに、文化・芸術

分野においても公演やイベントの中止・延期に伴い活動の場が失われる

など、深刻な影響を受けています。コロナ禍により大きなダメージを受けた

観光産業や文化・芸術活動等の再生は、ポストコロナの大きな課題です。 

大阪・関西万博は、激減したインバウンドの呼び水となるビッグイベント

です。世界から人・モノを呼び寄せる求心力と発信力を活かして、我が国

の多彩な観光資源との連携による相乗効果を発揮させ、全国への誘客に

繋げることで、観光立国の実現に向け大きく寄与できると考えています。 

また、参加国をはじめ万博を訪れた外国人と地域との幅広い相互交        

流を通じて他文化に対する理解と親善を深め、万博のレガシーとして我が

国の文化振興を図ることも必要です。 

  

＜万博前＞万博に向けて取組みを促進し、その後も推進を求めるもの。 

 《期間中》 万博開催期間中の実現に向けて取組みを求めるもの。 
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 （１）観光立国実現に向けた関西及び全国各地の観光資源と万博との連携 

  要望先（内閣府、内閣官房、総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省） 

 

（要望項目） 

① 万博来訪者の関西広域及び日本各地への周遊・滞在に向けた広域観光

ルートの整備・充実に関する取組みを支援すること 

② 国内外から万博への来訪を促し、関西広域及び日本各地への周遊や滞

在に繋げるため、広域連携 DMO 等による観光プロモーションの取組みを

支援すること 

③ 大阪・関西の魅力をより深く発信・体感できるよう、新たな観光コン

テンツの開発等を支援すること 

④ 万博会場と関西広域及び日本各地域が連携して実施するイベント等の

取組みを支援すること 

担当：大阪府、大阪市、関西広域連合、関西経済連合会、大阪商工会議所  

 

■現状・課題 

古代国家の基礎が築かれた大阪・関西は、世界遺産、国宝等の歴史観光資源が

多く残り、能、文楽などに代表される伝統芸能や茶道、華道をはじめとする生活文化、

和食等の幅広い有形・無形の文化資源を有しています。このような多彩な観光資源

を持つ関西各地域と万博会場である夢洲をシームレスにつなげることにより、大阪・

関西をはじめとした日本の魅力を世界に発信するとともに、大阪・関西万博が多くの

来訪者を各地域に誘導するゲートウェイとしての機能を発揮することが重要です。 

また、インバウンド需要を喚起するため、海に面した万博会場の立地特性を踏まえ

大阪湾・瀬戸内海クルーズなど、海を活かした観光の整備・充実に向けた取組みを

進めていく必要があります。 

一方で、全ての旅行者がストレスを感じることなく、快適に観光を満喫できるよう、

外国人旅行者等が、スマートフォン等により観光や交通情報など円滑に取得できる

通信環境の整備促進や支援等を積極的に図っていく必要があります。 

 

① 万博来訪者の関西広域及び日本各地への周遊・滞在に向けた、広域観光ル

ートの整備・充実<万博前> 

＜要望事業  ※◎国による実施、○技術的・財政支援、◆規制改革＞ 

〇ア．関西において官民で進めている広域周遊観光ルート「THE EXCITING 

KANSAI」の整備・充実に向けた取組みに対する財政支援。 

〇イ．海や河川を活用した周遊ルートの開拓や旅客ターミナルの整備、利便性の
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向上・交流の促進に向けた取組みへの財政支援。 

◆ウ．大阪湾・瀬戸内海クルーズの推進等のため、船舶安全法による船舶の航行

区域（平水区域と沿海区域）の往来規制緩和や特例措置の創設。 

◆エ．「インバウンド船旅振興制度」において、人の運送をする不定期航路事業の

うち、一定の条件を満たす観光航路の運航可能日数を、万博の全ての期間中

に対応できるよう、30 日から 180 日間への延長。 

◆オ．広域周遊を促進するため、旅行業に関する規制緩和。 

 

      ●＜THE EXCITING KANSAI（イメージ）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［資料提供：関西観光本部］ 

 

② 国内外から万博への来訪を促し、関西広域及び日本各地への周遊や滞在に

繋げるため、広域連携 DMO 等による観光プロモーションの取組みに対する

支援 《期間中》 

＜要望事業  ※◎国による実施、○技術的・財政支援、◆規制改革＞ 

〇ア．関西及び全国の広域連携 DMO による国内外へのプロモーション活動への

財政支援。 

〇イ．関西広域及び日本各地に対する結節点である大阪都心の交通拠点や広

場などにおいて、関西広域及び日本各地のリアルタイムな旬の情報を集約し・

発信するための仕組みづくりや、個人の嗜好性に沿った情報発信のためのシ

ステムやネットワーク構築のための財政支援。 
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〇ウ．大阪の住民・就業者を対象にした大阪の魅力とイメージ等の調査や、MaaS

を活用した行動経路調査等に対する財政支援。 

 

③ 大阪･関西の魅力をより深く発信・体感できる新たな観光コンテンツの開

発等<万博前> 

＜要望事業  ※◎国による実施、○技術的・財政支援、◆規制改革＞ 

〇ア．関西が有する文化財や伝統芸能など多彩な観光資源を国内外に発信する

ため、デジタルアーカイブなど新たな観光コンテンツの開発に向けた技術支援、

財政支援。 

〇イ．文化財や伝統芸能などの観光資源について、その精神や本質的価値を解

説できる人材の育成など質の高い観光を提供するための取組に対する支援。 

〇◆ウ．道路や水辺などの都市空間を活用した大阪の食や伝統文化、最先端技

術やアートなどの祭典、都市空間のパーク展開について、道路や河川空間の

使用に対する規制緩和や財政支援。 

 

④ 万博会場と関西及び日本各地が連携して実施するイベント等の取組み 

《期間中》 

＜要望事業  ※◎国による実施、○技術的・財政支援、◆規制改革＞ 

〇ア．各地の主要駅や集客施設と万博会場をネットワークで繋げ、万博会場のリ

アルな映像体験やバーチャル万博に参加できるアクセスポイントの設置、関西

及び日本各地で実施する万博と連携した展示やイベント等に対する財政支援。 

〇イ．万博の来場者を関西各地に誘導するため、関西各地の歴史・文化・自然・

食など魅力ある情報発信や観光案内などを行うゲートウェイ機能を有する施設

（関西パビリオン（仮称））の整備に対する財政支援等。 
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（２）多様な文化・価値観の融合 

要望先（内閣府、内閣官房、法務省、外務省、文部科学省、国土交通省） 

 

（要望項目） 

① 万博の参加国や来阪外国人と関西各地域相互間の人的・経済的・文化

的な相互交流を推進する取組みを支援すること 

② 全国の国宝や重要文化財の約５割が集積し文化庁が移転する「文化首

都関西」の文化力の向上や地域の文化芸術振興を促進する取組みを支援

すること 

担当：大阪府、大阪市、関西広域連合、関西経済連合会、大阪商工会議所  

 

■現状・課題 

大阪・関西万博に訪れる、世界中の様々な国・地域の多様な文化・価値観を持つ

人々を大阪・関西のみならず日本全国でおもてなしし、あらゆる場面で地域との相互

交流を促進することで、異文化交流や新たな価値観の創出を図る機会としなければ

なりません。このためには、来阪外国人等と地域との「人とのつながり」を創出する取

組みが重要です。 

   大阪・関西万博では、人類社会が直面する課題解決に向け、大阪・関西を「未来

社会の実験場」として、国内外から多様な人が集まり、様々な取組みにチャレンジし

ます。この好機を活かし、万博のテーマに関連する国際会議を関西で開催し、その

成果を広く世界に向けて発信することは、課題解決先進国として日本をアピールし、

我が国の存在感の向上にもつながることから、国が積極的に国際会議の誘致等を推

進する必要があります。 

また、2022年度に文化庁が京都に移転し、名実ともに文化首都となる関西や日本

の文化の魅力発信や文化交流により国内外の多様な文化・価値観の相互理解・融

合を図るため、万博に向け関西の文化力をより一層向上させる必要があります。 

 

① 参加国、来阪外国人と地域相互間の人的・経済的・文化的な相互交流 

《期間中》 

＜要望事業  ※◎国による実施、○技術的・財政支援、◆規制改革＞ 

◎ア．万博の機運醸成や、全国への誘客に結び付くよう、地方公共団体による万

博参加国との人的・経済的・文化的な相互交流の取組みについて、東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会における「ホストタウン」の仕組みのように位置

づけ、積極的に全国展開を促進。 

◎〇イ．万博のテーマに関連する国際会議の開催に向け、国の積極的な推進。ま
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た、万博終了後も万博のレガシーとして、当該会議の継続的な誘致・開催への

支援。 

〇ウ．万博開催期間中、海外から招へいしたアーティストが、地域に滞在し、交流

を深めながら芸術作品制作を行う「アーティスト・イン・レジデンス」の実施に対

する財政支援。 

◆エ．「アーティスト・イン・レジデンス」で日本に滞在する海外アーティストの査証

等の長期滞在手続きの簡素化。 

 

 ●アーティスト・イン・レジデンス事業  「京都:Re-Search」 （一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 文化が集積し文化庁が移転する「文化首都関西」の文化力の向上や地域の

文化芸術振興を促進する取組<万博前> 

＜要望事業  ※◎国による実施、○技術的・財政支援、◆規制改革＞ 

◎ア．大阪・関西万博に向け、関西や日本の文化を国内外に発信するなど、国に

よる文化振興プロジェクトの創設。 

〇イ．万博来訪者が地域と交流し、文化的多様性の相互理解を促進するため、

地域の文化芸術と万博を結び付けた取組みに対する財政支援。 
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６．来訪者の受入環境の整備 
 

 

大阪・関西万博は、新型コロナウイルス感染症を乗り越えた人類の未

来への希望を示す万博として、世界中から多くの人が会場を訪れます。 

全ての来訪者が、安心して大阪・関西に集い、万博を楽しめるよう、受

け入れ態勢の整備や、安全性の確保を図ることが不可欠です。 

そのためには、テロ対策や新興感染症対策、大規模自然災害等への

対策など、あらゆるリスクを想定した万全な体制のもと、「世界一安全な万

博」の実現をめざしていかなければなりません。 

また、国・地域や人種、性別、年齢、障がいの有無等に関わらず、万博

を訪れる世界中の多様な人々が快適に万博を楽しむことができるよう、ユ

ニバーサルデザインに配慮した環境整備を行う必要があります。 

  

＜万博前＞万博に向けて取組みを促進し、その後も推進を求めるもの。 

 《期間中》 万博開催期間中の実現に向けて取組みを求めるもの。 



 

38 

 （１）来訪者の安全安心の確保に向けた受入体制の整備 

  要望先（内閣府、内閣官房、総務省、法務省、厚生労働省 

経済産業省、国土交通省、警察庁） 

（要望項目） 

① 大阪・関西万博開催期間中に訪れる、多数の外国人観光客等に対応す

るため、空港運用を強化すること 

② 出入国体制、先端技術も活用したテロ対策、防疫対策等を強化すること 

③ サイバーセキュリティの確保のための取組みを強化すること 

④ 外国人や障がい者等に対する災害時の避難誘導など、災害弱者を生み

出さない取組みを促進すること  

担当：大阪府、大阪市、関西経済連合会、大阪商工会議所 

 

■現状・課題 

全ての関係者、来訪者及び地域住民の安全・安心の確保、及び外国人来訪者の

受入環境の整備に向け、空港運用や出入国体制の強化、サイバーセキュリティの確

保、自然災害や感染症対策の徹底が必要です。 

 

① 多数の外国人観光客等の来訪に向けた、空港運用の強化<万博前> 

＜要望事業  ※◎国による実施、○技術的・財政支援、◆規制改革＞ 

〇ア．関西国際空港の容量拡張の可能性の検討にあたり、国による適切な関与と

必要な支援。 

 

② 出入国体制、先端技術も活用したテロ対策、防疫対策等の強化《期間中》 

＜要望事業  ※◎国による実施、○技術的・財政支援、◆規制改革＞ 

◎ア．海外からの来訪者の出入国審査の円滑化、水際対策の充実強化。 

◎イ．テロを含む治安対策に先端技術を活用する等の取組みの強化。 

◎ウ．新興感染症等に対応する検疫体制の充実等（ワクチンパスポートの導入、

検疫所職員の充実強化、サーベイランス体制強化等）。 
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③ サイバーセキュリティの確保のための取組みの強化《期間中》 

＜要望事業  ※◎国による実施、○技術的・財政支援、◆規制改革＞ 

◎ア．サイバーセキュリティの確保に向け、「サイバーセキュリティ戦略」の取組みの

強力な推進。 

〇イ．国内でサイバーセキュリティの専門人材は質的にも量的にも圧倒的に不足

していることから、人材の育成・確保に向け、継続的な支援。 

◎ウ．博覧会協会からの委託先など万博事業に関わる企業、さらに委託先と取引

する中小企業などサプライチェーン全体のセキュリティの強化。 

◎〇エ．リスクマネジメントの促進や対処態勢の整備など関係組織のサイバーセキ

ュリティ確保のための取組への支援。 

 

④ 外国人や障がい者等に対する災害時の避難誘導など、災害弱者を生み出さ

ない取組みの促進《期間中》 

＜要望事業  ※◎国による実施、○技術的・財政支援、◆規制改革＞ 

〇ア．先端技術を活用した避難情報の発信や避難誘導に向けたシステム導入・

運用への財政支援。 

◎〇イ．外国人来訪者等が災害時に円滑な避難対応ができるよう災害種別図記

号（ピクトグラム）の国際標準化を推進し、その周知や会場内外における設置に

ついての支援。 

〇ウ．災害弱者を生み出さないための、リアルタイムで情報伝達ができる仕組みづ

くりやネットワークシステム構築などに対する支援。 
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（２）来訪者や運営関係者が過ごしやすい環境整備やユニバーサルデザイン

の実現 

要望先（内閣官房、総務省、外務省、財務省、厚生労働省 

経済産業省、国土交通省） 

（要望項目） 

① 会場アクセス等でのバリアフリーの推進、会場等における障がい者の

社会参加を促進すること 

② 来訪者や運営関係者が快適に参加できる環境づくりを支援すること 

③ 万博の来訪者へのおもてなし・利便性の向上に向けた取組みを支援す

ること 

④ 参加国・参加者に対する優遇措置を講じるとともに、幅広く参画を促

すための規制改革を進めること 

担当：大阪府、大阪市、関西広域連合、関西経済連合会、大阪商工会議所 

2025 年日本国際博覧会協会 

 

■現状・課題 

来訪者や運営関係者など、誰もが過ごしやすい環境整備のため、ユニバーサル

デザインの考え方に基づいた取組みや、多言語対応窓口の設置、来訪者をサポー

トするボランティア活動の促進、暑さ対策などを進める必要があります。 

また、世界各国からの円滑な参加促進のため、参加国・参加者に対する優遇措

置を講じていくことが必要です。 

 

① 会場アクセス等でのバリアフリーの推進、会場等における障がい者の社会

参加のための環境整備 《期間中》 

＜要望事業  ※◎国による実施、○技術的・財政支援、◆規制改革＞ 

〇ア．大阪・関西全域の鉄道・特定道路におけるバリアフリーの推進に向けた取

組みに対する財政支援。 

〇イ．障がい者や高齢者など多様な方々が会場内で「働く等」の社会参加のため

の環境整備に対する支援。 

〇ウ．視覚障がい者の移動支援アプリを活用した会場誘導システムの導入への支

援と、万博後の同システム普及の促進。 

〇エ．新技術を活用した駅ホーム上の安全対策の促進に向けた技術開発や取組

みの検討。 

〇オ．タクシー事業者が計画的にユニバーサルデザインタクシーの導入を進める   

ために必要な財政支援。 
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② 来訪者や運営関係者が快適に参加できる環境づくり 《期間中》 

＜要望事業  ※◎国による実施、○技術的・財政支援、◆規制改革＞ 

〇ア．国、自治体、民間、企業が連携した会場周辺の多言語体制構築に対する

財政支援。 

〇イ．キャッシュレス環境整備に関する財政支援。 

〇ウ．公衆無線 LAN 環境整備に関する財政支援。 

〇エ．金融機関口座開設、医療保険等の外国人向けワンストップサービス体制構

築に関する財政支援。 

〇オ．外国人を含む来訪者等に対する会場内における熱中症予測技術・暑さ対

策に係る新技術の開発に関する財政支援。 

〇カ．医療機関における外国人患者受入体制整備（医療機関のリスト化・認証、

電話・遠隔通訳サービス体制の確立、外国人来訪者等に対する救急車利用

ガイドの言語充実等）の取組みへの支援。 

〇キ．旅館等の宿泊施設のバリアフリー化など設備整備等に対する支援の充実。 

◎〇ク．高速道路の変動料金制（ダイナミック・プライシング）など混雑緩和に向け

た検討と支援 

◎〇ケ．鉄道の変動運賃制の導入検討など混雑緩和に向けた検討の実施及び、

バスなどの会場アクセスについて、カーボンニュートラルも考慮した快適・円滑

な輸送体制確保に向けた支援。 

〇コ．大手鉄道会社等が行う多言語による案内サイン等の整備など、訪日外国人

旅行者受入環境整備緊急対策事業（国補助）について、事業者や対象地域

の補助要件の緩和。 

◎◆サ．会場内でのドローン活用に向けた、航空法等に基づく規制の要件緩和、

申請手続きの一元化・迅速化。 

 

③ 万博の来訪者へのおもてなし・利便性の向上《期間中》 

＜要望事業  ※◎国による実施、○技術的・財政支援、◆規制改革＞ 

〇ア．大阪から関西各地へ誘導する観光案内標識や、観光型 MaaS、スマートフ

ォンを活用したアプリなどのツールの整備や周遊パス等による、外国人旅行者

の利便性向上の取組みへの支援。 

◎〇イ．空港、関西の主要駅、観光地、会場の最寄駅周辺及びアクセスポイント

における観光・交通案内などで活動する会場外のボランティアや、会場や関連

施設等で、観客サービスや運営のサポートなど、万博の運営に直接携わる活

動を行う会場内ボランティア等の活動促進に向けた検討への支援。 
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〇ウ．ムスリムやベジタリアン、ビーガン等の外国人旅行客が安心して食事を楽し

める環境整備や情報発信の取組に対する支援。 

 

④ 参加国・参加者に対する優遇措置、規制改革 《期間中》 

＜要望事業  ※◎国による実施、○技術的・財政支援、◆規制改革＞ 

◎ア．外国人参加者等に対する、税制優遇措置。 

◆イ．万博訪問にあたっての査証料の無料化、外国人参加者への数次査証の発

給など万博期間中の査証要件の緩和。 

◆ウ．外国人の輸入承認、保税手続きの簡素化。 

 

  


