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以下、要望団体を略称で表記

大阪府：府

大阪市：市

関西広域連合：広域連合

関西経済連合会：関経連

関西商工会議所連合会・大阪商工会議所：大商

関西経済同友会：同友会

2025年日本国際博覧会協会：協会

Ⅲ 万博会場の整備・運営にあたって

１ 「未来社会ショーケース事業」の実現
（１） 次世代ロボットの配置
（２） ごみゼロ万博
（３） ＸＲ演出、バーチャル万博
（４） 自動翻訳システムの導入
（５） 高度な通信環境の整備・充実

2 万博の円滑な運営に向けて
（1） 中小企業等の参画促進、木材の利用促進
（２） 防災対策
（3） テロ・サイバー等防犯対策
（４） 感染症対策の強化
（５） 一般交通への働きかけTDMの推進等
（６） 参加企業等への税制改正
（７） 万博公式参加スタッフの宿舎及び輸送手段の確保
（８） 万博来訪者の円滑な輸送体制確保及び輸送における新技術の導入
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Ⅰ 要望にあたって
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Ⅰ 要望にあたって
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１ 大阪・関西万博がめざすもの

パンデミックの脅威、絶えることのない戦火、そして、気候変動や貧困、食糧問題。世界には、人々の「いのち」や

暮らしを脅かす課題が山積しています。そのような中、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、2025年大阪・

関西万博が開催されます。

このテーマの下、「いのち」にかかわる多様な英知を結集し、人々の行動変容と、時代を切り拓く新たなイノベー

ションを巻き起こす。そして、世界の課題解決に貢献するとともに、わが国の持続的な成長・発展につなげていく。こ

れこそが、大阪・関西万博の果たすべき役割です。

２ その実現に向けて

こうした役割を果たすためには、わが国のポテンシャルを最大限に発揮する必要があります。とりわけ、大阪・関西

では、人々の「いのち」に向き合うライフサイエンスなどの未来医療、持続可能な社会に不可欠な水素等次世代エネル

ギー、さらには、暮らしをより快適・便利にする空飛ぶクルマなど、新たな技術やサービスの集積が進んでいます。

万博のコンセプトである「未来社会の実験場」を体現し、これらの取組みを開花させ、世界に発信する。開幕まで約

850日。準備を加速させなければなりません。

３ 「2025年大阪・関西万博アクションプランVer.２」の改訂にあたって

国においては、昨年12月、このコンセプトの具体化に向けた取組みなどを「2025年大阪・関西万博アクションプラン

Ver.1」としてとりまとめられました。その後、6月の「Ver.2」への改訂を経て、同プランに基づく様々な取組みを推

進。われわれ地元団体とも、精力的に協議・調整を進めていただいているところです。開幕に向け、具体的かつ本格的

な準備が求められる中、これまでの事業進捗や、協議の進展状況などを踏まえ、今般、地元として、改めて重点的に推

進をお願いする事項についてとりまとめました。

国におかれましては、上記趣旨を踏まえ、近く改訂されるアクションプランに今回の要望内容を位置付けていただく

とともに、引き続き、国による積極的な事業の推進や、技術的・財政的支援、規制改革などについて、格段のご高配を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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大 阪 府 知 事 吉村 洋文

大 阪 市 長 松井 一郎

関西広域連合長 三日月 大造

公益社団法人 関西経済連合会 会長 松本 正義

関西商工会議所連合会 会長・大阪商工会議所 会頭 鳥井 信吾

一般社団法人 関西経済同友会 代表幹事 生駒 京子

代表幹事 角元 敬治

公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 会長 十倉 雅和
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１ ライフサイエンス、
次世代ヘルスケアの推進

Ⅱ 万博を契機とした「未来社会」の実現に向けて

【項目】
（１） ライフサイエンス
・ iPS細胞やヒト体性幹細胞を活用した再生医療の産業化
（２） 次世代ヘルスケア
・ 次世代ヘルスケアの推進
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iPS細胞やヒト体性
幹細胞を活用した再
生医療の産業化

□再生医療の産業化に向けた検討
開始

（主な検討内容）
・自家細胞を用いた自由診療の適正な
普及に向けた医療機関支援

・他家細胞（iPS、間葉系幹細胞等）を用
いた再生医療等製品の普及促進に向
けた課題と対応策

□再生医療の拠点形成推進

・2024年春に中之島（大阪）に未来医
療国際拠点がオープン予定

▷拠点内に、世界初となる「my iPSプロ
ジェクト」の拠点施設や、iPS細胞によ
る角膜再生医療を提供する医療機関等
が入居予定

□再生医療の実用化がスタート

・未来医療国際拠点における「my iPS細
胞」の開発製造、供給開始

・細胞・組織の安定供給システム構築
（組織採取→培養製造→輸送→治療）

・再生医療に携わる企業等を支援するプ
ラットフォームの構築

□再生医療の普及と産業化の進展

・再生医療技術を核とした先端医療の普
及と産業化モデルの確立

・再生医療技術に関して、世界からの認
知を受け、大阪へ投資が向かうグロー
バル産業として成長

□再生医療の提供による国際貢献

・国内外の患者が、再生医療に容易にア
クセスできる環境整備

・外資系企業・研究所、専門人材等の集積再生医療を国内外へ発信
・現状～未来の医療を情報発信
・大阪パビリオンにおいて、iPS細胞で
作製した「心筋シート」を活用した展
示をするなど、リアル・バーチャル両
面から展示
・未来医療国際拠点とも連携

万博会場

▲「未来医療国際拠点」イメージ
（出典）一般財団法人未来医療推進機構HP

１（１） ライフサイエンス

2030（万博後のめざす姿）2025（万博開催）2022(現状)テーマ
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大阪・関西には、再生医療を中心とするライフサイエンス分野におけるトップクラスの研究機関、企業、大学等が集積。こうした強みを活かし、
ライフサイエンスを成長の柱として新たな価値を発信するとともに、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする大阪・関西万博を契機に、
健康・医療分野で世界に貢献することをめざす。



国への提案・要望 …要望先（厚生労働省、経済産業省）

課題

>

国「アクションプランVer.2」の
記載内容

 再生・細胞医療・遺伝子治療分野の情報発信／日本の先進的な医薬品等の情報発信／障害者
⾃⽴支援機器等開発促進 <厚労省>

 医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靭化事業の採択者による体験コーナー <経産省>

国との協議状況  万博会場等での発信について、国と府・市の間で齟齬がないよう連携しながら進めることを確認

▷再生医療に対する社会受容性の向上や事業者の参入促進に向けた効果的な情報発信
再生医療の普及や市場拡大のためには、国民の理解・参画や幅広い事業者の参入が不可欠。万博会場等を活用し、国や地元関係機関
等が一体となって、国内外に広く発信していくことが必要。

▷再生医療の産業化に向け、細胞・組織の安定供給に向けた技術開発・サプライチェーンの構築
再生医療等製品は、高度かつ複雑な取扱いが求められ、現状では非常に高コスト。産業化に向けて安定的な供給体制が不可欠。

▷再生医療等製品の特性に対応した各種レギュレーションが未整備
再生医療等製品は国の製造・販売承認審査が必要であるが、細胞原料から製造・輸送等広範にわたる安全性や品質の確保と、
迅速で円滑な供給体制の構築に向けたレギュレーションが未整備。
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▷「いのち」をテーマに掲げる万博に向け、再生医療の産業化が加速するよう重点的な財政支援。その成果を会場内外で
効果的に発信＜府・関経連＞

▷「my iPSプロジェクト」など、大阪・関西で取り組まれている最先端の医療技術を会場内外で発信＜府・市＞

▷万博後も見据え、再生医療の産業化の道筋が確かなものとなるよう、

・再生医療の産業化推進プラットフォームの構築に向けた財政・技術支援 ＜府・大商＞

・再生医療等製品の特性に対応した各種レギュレーションの整備 ＜府・大商＞


