
 

株式会社OSG コーポレーション 

・取り組み名称 

”使い捨ては恥ずかしい” 「ステハジ」プロジェクト 

・取り組み概要 

SDGs の取り組みは、多くのメディアの配信などにより認知・関心は広がりつつあります。しかし一方で、こ

れから「私は」「企業では」「自治体では」と、それぞれが「何から実践していこう？」といった具体的な取り組

みやその行動変容が求められると考えています。 

OSG は「ステハジ」プロジェクト“使い捨ては恥ずかしい”という考え方を通して、誰でも(Everyone)（子

どもから高齢者・企業・自治体など）、毎日(Everyday)、どこでも(Everywhere)、少しの意識と行動

で、海洋プラスチック問題や、使い捨てから生まれる、その他様々な社会課題を、個人・企業・自治体が一

体となって啓発・実践し、皆様と行動変容を実践していきます。 

・未来への宣言 

「ステハジ」（使い捨ては、恥ずかしいという文化）が、世界や業種・業界にとらわれない共通言語として

「取り組み・行動」のキッカケとなり、皆様と共に、地球のためにできる事、新しい日常（未来）を創出し実

現していきたいと考えています。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

ネットワーク 
異業種交流を一緒に経験した、全国多様な企業（大企業・中小企業・地域優良企

業）とのつながりがあります。 

情報発信・PR 
全国多様な業種・業界の経営層から、全国数十万のユーザーへの直接情報配信(手渡

し)なども可能です。 

人材 
「熱中症予防啓発活動」で業界唯一６年連続、最優秀賞を受賞。こうした社会課題の

解決を経験した仲間がサポートします。 

その他 
映画「セカイイチオイシイ水」。「フィリピン水道建設プロジェクト」の実話を映画化。「アジア

の飲料水問題」「水の大切さ」を啓発しています。 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

OSG コーポレーションは、「ステハジ」プロジェクトを通じて、”全国”の個人・企業・自治体が、地域や業

種・業界にとらわれず、”みんな”が大阪・関西万博に「参画できる」共創チャレンジを創出、支援していきま

す。 

例えば、使い捨てから生まれる「海洋プラスチック問題」では、「ペットボトルとの新しい付き合い方」や、

「未来の大人たち（教育機関など）への啓発」など、新しい日常（未来）のチャレンジを創出していきま

す。 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

日本全国で展開していきたいと考えています。 

  ・共創していきたい方々 

「ステハジ」に賛同いただける、企業・自治体・教育機関など、多様なかたちで共創したいと考えていま

す。  



国立大学法人大阪大学 

・取り組み名称  

いのち輝く未来社会を実現するための「大阪いのち宣言」の策定、発信 

・取り組み概要 

 全学をあげて大阪・関西万博に参加する体制を整えるため、「大阪大学 2025 年日本国際博覧会推

進委員会」を立ち上げ、当該委員会のもとに、「いのち部会」、「先端技術体験部会」、「学生部会」及び

「国際部会」を設置し、下記取り組みを行っており、共創チャレンジづくりやその活動を応援します。 

・「いのち部会」は、SDGs の達成に向けて、さらには SDGs 後の社会も見据えて、一人一人が何を為

すべきかを広く市民と対話し、アジェンダのような形にして世界に発信する、いわばソフト・レガシーの形成

に携わります。 

・「先端技術体験部会」は、医療・情報・ロボット工学等、学内の優れた研究成果を用い、産業界との

連携も活かして万博来場者に先端技術を実際に体験していただくことに貢献します。 

・「学生部会」は、学生たちの参加を促し、「いのち輝く未来社会」を自発的にデザインする取り組みを支

援します。 

・「国際部会」は、本学の戦略的パートナーである海外の有力な 6 大学（ユニバーシティ・カレッジ・ロン

ド、上海交通大学、グローニンゲン大学、マヒドン大学、ブリティッシュコロンビア大学、カリフォルニア大学デ

ービス校）を核として、社会課題の解決を目指した国際連携を強化し、協働による研究成果等を世界

に向けて発信します。 

・未来への宣言 

SDGs を人類の未来を構想するための重要な道標と位置づけ、17 のゴールの達成に貢献するだけでな

く、2025 年の大阪・関西万博において、共創パートナーや共創チャレンジとともに、「誰一人取り残さない」

に向けての社会的機運を教育研究機関として巻き起こし、2030 年には「誰一人取り残さない」、2050

年には「いのち輝く」未来社会を目指します。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

情報発信・PR SDGs を意識した教育研究活動について、本学ウェブサイトで発信します。 

ネットワーク 活動を通じて関わる企業や大学・研究機関等多数あります。 

技術・ノウハウ SDGs を意識した教育研究活動事例が多数あります。 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

これまでの社会との共創をベースとしながらも、SDGs という世界共通のプラットフォームを通して、また、ダ

イバーシティ＆インクルージョンの立場に立ち、産業界や自治体にとどまらず、経済団体や国際機関、NPO

法人、国の機関、さらには市民にいたる多様な主体との共創へとネットワークを広げ、科学技術・学術の進

展を図り、未来を担う人材を育成し、社会の安寧と福祉、世界平和、人類と自然環境の調和といった

様々な共創チャレンジと連携していきます。 

さらに「学生部会」の「誰もが演奏できる新電子楽器 合奏通して世界と交流」、「国際部会」の「戦略

的パートナーと目指す社会課題解決（仮題）」、医学系研究科の「赤ちゃんとの対面システム」、工学研

究科の「プラスチック愛プロジェクト」及び接合科学研究所の「感染予防も含めたスマートカントリー構想」等



といった学内の様々な取り組みを共創チャレンジとして登録し、支援していく予定です。 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

本学が有するシンクタンク「社会ソリューションイニシアティブ」（SSI）や本学が大阪・関西万博に参加す

る体制を整えるために設置した「いのち部会」、「先端技術体験部会」、「学生部会」及び「国際部会」の活

動、さらには、関西 SDGs プラットフォーム・大学分科会の活動を通じて、共創チャレンジの創出やその活

動を応援します。 

  ・共創していきたい方々 

産業界や自治体にとどまらず、経済団体や国際機関、NPO 法人、関西 SDGs プラットフォーム、大学・

研究機関、さらには市民にいたる多様な主体との共創へとネットワークを広げたいと考えています。 

  



国立大学法人神戸大学 

・取り組み名称 

未来社会の共創と実践 

・取り組み概要 

大学が有する研究・科学・イノベーションを未来社会に実装するための取り組みを行います。特に、カーボ

ンニュートラル、防災・減災、海洋技術・海洋政策など、海と共生する未来社会などに関して産官学と地域

連携で実践します。 

SDGs やその先にあるグローバル共生の未来社会に向けて市民社会と企業をつなぎ、政策提言を行うと

ともに、持続可能な社会を担う次世代の人材を育成します。 

・未来への宣言 

すべての人々の人権が守られ誰一人取り残さない社会を実現するために、SDGs の先にある未来社会

を共に創り、実践していきます。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

技術・ノウハウ 研究・科学・イノベーションへのアクセス 

ネットワーク 神戸大学が開発したネットワーク、地域連携ネットワークへのアクセス 

人材 教職員・学生の参画 

情報発信・PR 神戸市、地域メディアと連携した情報発信 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

未来社会を実現する技術と市民社会に関する産学連携、地域連携で創出されるイノベーションの共創

チャレンジを積極的に支援します。また、次世代を担う学生による政策提言の場を立ち上げ、具体的な行

動を通じた未来社会あり方の議論を深め、そのための教育プラグラムを整備・支援します。 

 ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

研究・科学・イノベーションを未来社会に実装する取り組みを産官学の連携を通じて展開します。また、

未来社会に向けて市民社会と企業をつなぎ、政策提言の場を設けます。これらの地域連携を通じて多様

なアクターとともに展開します。 

 ・共創していきたい方々 

学生、企業、地域市民、自治体、関西 SDGs プラットフォーム、本学 SDGs 研究交流会メンバー。 

  



独立行政法人国際協力機構 

・取り組み名称 

信頼で世界をつなぐ／開発途上国の課題解決による SDGs への貢献 

・取り組み概要 

・技術協力、有償資金協力、無償資金協力、海外協力隊の派遣など様々な支援メニューを効果的に活

用し、開発途上国の開発課題の解決に貢献します。 

・そのために、様々なアクターとのパートナーシップを加速させ、イノベーティブな事業を推進。 

・また、企業・団体の皆様に開発途上国でのビジネスや活動を展開してもらうことを支援。 

・これらの取り組みにより SDGs の達成に貢献します。 

・未来への宣言 

・国際社会の平和、安定、繁栄を目指し、人間の安全保障と質の高い成長を実現します。 

・人々が明るい未来を信じ多様な可能性を追求できる、自由で平和かつ豊かな世界を希求し、パートナーと手

を携えて、信頼で世界をつなぎます。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

人材 
開発途上国に精通した当機構（以下、JICA）関係者（職員、専門家、海外協力隊

員など）。また、研修員として我が国に受け入れている各分野の JICA 留学生。 

ネットワーク 開発途上国関係者（行政官、企業経営者など）との人的ネットワークや信頼関係。 

フィールド 
世界約 150 の国・地域で事業を展開しており、開発途上国の教育・保健・インフラ整

備・環境・農業など様々な分野で現場を持っています。 

その他 開発途上国の開発課題（ニーズ）や生きた現場の情報。 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

●技術協力などの支援メニューの活用を通じて、次の分野において開発途上国の開発課題の解決に貢

献する共創チャレンジを創出・支援します。 

・SDGs ゴール・ターゲット間のシナジー効果の拡大 

（環境保全と経済・社会開発の両立など） 

・新たな技術・サービスの導入による飛躍的発展、ラストワンマイル問題の解消 

（へき地や社会的弱者への質の高いサービス提供など） 

●また、海外協力隊員が関わる共創チャレンジについては、現地での活動にとどまらず、帰国後の活動の

支援や、新たな連携促進を支援します。 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

●中小企業・SDGs ビジネス支援事業 

（https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/sme/index.html） 

●民間企業の製品・技術の活用が期待される開発途上国の課題 

（https://www.jica.go.jp/priv_partner/case/reference/subjects/index.html） 

  



  ・共創していきたい方々 

本取り組みは、企業の皆様が有する優れた技術や製品、アイディアを用いて、途上国が抱える課題の解

決と、企業様の海外展開、ひいては日本経済の活性化も兼ねて実現することを目指すものです。 

民間企業の製品・技術の活用が期待される現地の情報を掲載しています。JICA による支援事業に応

募する際の参考情報としてご活用ください。 

  



一般財団法人国際ユニヴァーサルデザイン協議会 

・取り組み名称 

2030 年 SDGs の達成とインクルーシィブな社会構築に向けたユニバーサル EXPO2025 プロジェクト 

・取り組み概要 

国際ユニヴァーサルデザイン協議会(以下「IAUD」)は、EXPO2025 がインクルーシィブな

EXHIBITION になる、またそのために大阪・関西がインクルーシィブな街になることに賛同します。 

IAUD は、2025 大阪・関西万博のテーマ“いのち輝く未来社会のデザイン”の実現、SDGs 達成への

貢献、Society5.0 の実現に際し、ユニバーサルデザイン（以下「UD」）を活用した研究開発を通して、

ユニバーサル EXPO2025 の実現とインクルーシィブな社会環境整備を目指します。 

具体的には、インクルーシィブな環境整備の“知”である UD を適応したソリューションや方法論を用い、

万博ステークホルダー価値の最大化をはかり、EXPO2025 成功に向けて様々な取り組みを進めます。 

＜想定している取り組み内容＞ 

・EXPO2025UD セミナー 

・お年寄りにやさしい施設の基準づくり 

・UD ハッカソン・アイデアソン 

・EXPO2025 に向けた子ども UD 現場教育プログラム 

・EXPO2025UD 研究会 

・EXPO2025UD タスクフォース 

・大阪・関西万博 UD アセスメント 

・特別な配慮が必要な子どもとの意思疎通プロジェクト 

・視覚障がい者のための EXHIBITION 

・未来への宣言 

UD の基本理念である、民族、文化、慣習、国籍、性別、年齢、能力等の違いによって、生活に不便さ

を感じることなく、“一人でも多くの人が快適で暮らしやすい”UD 社会を実現します。 

・提供できるリソース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
リソース 内容 

人材 日本で最古で最大の UD 推進団体。企業人・学識者等専門性の高い人材が参加しています。 

技術・ノウハウ 
これまで隔年開催の 8 回の国際 UD 会議を通して UD 研究の成果や実績の紹介等 UD をおし

広げることを進めてきており、世界を代表する UD 機構です。 

ネットワーク 
海外 UD 関連団体と連携、定期的に国際会議等の情報交換や交流を行い、UD 普及と実現を

目指して世界規模で普及活動を推進しています。 

情報発信・PR IAUD ホームページ及びメディアでの広報活動を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

EXPO2025 に相応しいインクルーシィブ社会の実現に貢献できるテーマを掲げ、関連する取り組みを創

出・支援していきたいと考えています。 

＜具体的な取り組み案＞ 

・EXPO2025UD セミナー（EXPO2025 に向けたユニバーサルなまちづくり、環境整備をひろく学ぶ。） 

・お年寄りにやさしい施設の基準づくり（EXPO2025 開催時期までに関西地域の有料老人ホーム等健

常な高齢者が利用する施設の UD 配慮基準を確立し、誰にとっても安寧な施設選定の一助をなす。） 

・UD ハッカソン・アイデアソン（ハッカソン・アイデアソンは、限られた期間でテーマを絞って、アイデアや企画を

競い合うプロ育成のための道場プログラム。UD を取り扱う学生や企業育成研修の対象者に、商品企

画、設計、計画の実行力を養い、スキルを習得する取り組み。） 

・EXPO2025 に向けた子ども UD 現場教育プログラム（中学校・小学校の UD 教育プログラムの現場実

装。） 

・EXPO2025UD 研究会（EXPO2025 の計画・進捗を学び、専門家を招き博覧会の在り方等の知見

を聴取し、EXPO2025 に向け具体的に UD が関わる事案を研究する。また、関係部署に提言する。） 

・EXPO2052UD タスクフォース（EXPO2025 に向けて必要な UD 事案を抽出、見える化し改善案を

関係部署に提言する。UD 研究会のテーマ別推進。） 

その他、大阪・関西万博 UD アセスメント、視覚障がい者のための EXHIBITION、特別な配慮が必

要な子どもとの意思疎通プロジェクト等の取り組みも検討しています。 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

大阪・関西を中心とした日本全国、世界各国 

・共創していきたい方々 

UD に関心がある多くの人々（企業、官公庁の UD 担当者、EXPO 関係者、学校等教育機関の関

係者、当事者（高齢者、障がい者、子ども、外国人等））。 

  



公益財団法人信頼資本財団 

・取り組み名称 

未来の選択肢を自分でふやす子どもプロジェクト 

・取り組み概要 

社会関係性もまた資本になる社会を目指す私たちが、共創パートナーに取り組む際のキーワードは、「子

どもを起点にした自然・環境・テクノロジー・グローバル」です。 

地球上の生物の一部である人類の未来を託す子どもたちの教育を真剣に考え、環境負荷を下げて自

然に受け入れられること、テクノロジーを活用したり産み出したりすること、国境を超えて連携していくことがど

うすればできるか思考や試行ができるような取り組みをおこないます。 

・未来への宣言 

子どもたち自身が、家族や仲間、地域の人、違う国の人と良質な関係性をもちながら、孤立することな

く、幸せに生きるための選択肢を成長と共につくりだし、そうした選択肢も含めたライフスタイルを獲得していけ

る未来を目指します。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

ネットワーク 12 年間の事業で培った幅広い分野におけるネットワーク 

技術・ノウハウ 社会事業塾講義内容に落とし込んでいる起業や事業持続に関するノウハウ 

人材 多様な分野で活躍する役員・フェローや卒塾生 

資金提供 主幹事業である融資（無利子）や指定助成による 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

・子どもの描く未来の建築の提示 

・「アカデミーキャンプ」の拡大版試行 

・子どもがテクノロジーを使いこなすための仕掛け 

・未来の交換ツール試行 

・文化人類学を未来に活かす 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

全国で活動をおこなっている財団であるため、地域は限定していません。 

私たちの共創プロジェクトに興味をもってくださる方がいらっしゃるところであればどの地域でも。 

オンラインでのやり取りが中心になっていくと考えていますが、実際の交流も織り込みたいと考えています。 

・共創していきたい方々 

企業、非営利組織、行政、教育機関、学生など。 

  



一般社団法人全国介護事業者連盟 

・取り組み名称 

”未来の介護”を創るプロジェクト 【A.I.R KAIGO PROJECT】 

・取り組み概要 

全国介護事業者連盟（以下、介事連）の会員である全国の介護事業者が蓄積した技術やノウハウ

と、企業や専門機関が保有・開発した新しい技術や商品を融合し、介護における課題解決や未来社会の

新しい介護を創るプロジェクトです。 

メーカーや商社、IT、建設、サービス等幅広い業界の企業と介護事業者が共創し、新規事業や新商品

を創出します。 

長年培ってきた介護業界の独特の視点や思考、介護技術やノウハウは、SDGs 達成や未来社会の創

造に大きく貢献するものであり、我々の保有するアセットとネットワークを活用し、こうした取り組みを共創し

て、世界に発信していきたいと思っています。 

・未来への宣言 

介事連のミッションである介護の産業化・国際化を実現すべく、SDGs を達成し、持続可能な未来の介

護を創出したいと考えます。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

人材 介事連会員の介護技術・介護サービスのプロフェッショナル人材 

ネットワーク 介事連会員のネットワーク 

技術・ノウハウ 介事連会員の現場で保有する介護技術やノウハウ 

フィールド 介事連会員の運営する施設及び事業所 

情報発信・PR HP や介事連会員向け情報誌及びメールマガジン 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

・AI、IoT、ロボット等の最先端技術を有する企業や機関と介護事業者との共創チャレンジを創出したいと

考えています。 

・人間の生活の基本である衣食住に関連する技術や製品・サービスを有する企業や機関と介護事業者と

の共創チャレンジを創出したいと考えています。 

・独自の技術やノウハウ、製品・サービスを有し、介護業界に進出したい企業や機関と介護事業者との共

創チャレンジを支援したいと考えています。 

・大阪・関西万博のテーマにある”未来社会のデザイン”を介護業界へ取り入れた共創チャレンジを創出・支

援したいと考えています。 

  



  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

【地域】 

介事連の各支部（エリア・都道府県）を中心に共創チャレンジの創出を行い、各支部の管轄する地域

ごとに取り組んで参ります。 

【方法】 

まずは介事連の賛助・協賛企業に対して情報発信、共創チャレンジの募集を行います。並行して各支

部単位でも地域や地場の有力企業にアプローチし、共創チャレンジの創出や支援の見込みを探ります。共

創チャレンジが複数創出してくれば、情報共有をはかり、情報分析や整理をした上でその結果を発信し、

新たな共創チャレンジを創出します。 

・共創していきたい方々 

・最先端の AI・IoT・ロボット等の技術を有する企業や専門家、機関等 

・介護に関係する衣食住の製品や技術やノウハウを有する企業や専門家、機関等 

・介護業界に進出したい企業 

・共創チャレンジの創出や支援を費用面でサポートして頂ける企業 

  



タカラベルモント株式会社 

・取り組み名称 

「美しい人生を、かなえよう。」プロジェクト 

・取り組み概要 

私たちは、事業活動を通して、世界中の人々が自らの個性に気づき、自分らしく生きることをサポートして

います。私たちが持つリソースを提供することで、あらゆる環境にいる人々がより美しく健康に生きてゆく取り

組みや、ジェンダーに捉われず自分らしく生きることを実現できる取り組みを支援・共創してまいります。 

・未来への宣言 

美しく健康でありたいというすべての人の願いをかなえ、いつ、いかなる時でも、ひとりひとりが生きる喜びを

感じられる社会を創ります。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

技術・ノウハウ 美と健康に関する各種プロフェッショナル向け製品およびサービス 

情報発信・PR 大阪をはじめ、全国各地のショールームを活用した PR 

ネットワーク 理美容サロン業界でのトップメーカーとしての調整力 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

主に人々の美容や心身の健康に貢献するチャレンジを創出・支援したいと考えています。 

例えば、「美しい人生を、かなえよう。」チャレンジの創出です。世界でもっとも早く少子高齢化が進む我が

国から、理想的な企業の在り方・働き方についての実例を発信し、普及促進に努めます。当社では「ライフ

ステージ相談制度（顧問助産師制度）」「美容経営（パーソナルカラー診断、オフィスヨガ、オフィスでオー

トシャンプー）」などユニークな取り組みを実施・検討しています。「残業ゼロ」や「テレワーク推進」だけでな

く、どんな会社で、どんな働き方があるのかを、企業や団体間で情報や意見の交換を行い、こどもや学生も

交えたトークセッションやフォーラムなどを通して、優秀アイデアの認定、トランプの絵柄にしての普及を図るな

ど、企業・団体間での連携支援を行っていきます。 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

日本全国および世界各国 

・共創していきたい方々 

業種・業界は問いませんが、特に人々の「美容」や「健康」に関わる取り組みを行っている方との共創を

目指します。 

  



一般社団法人日本工芸産地協会 

・取り組み名称 

デジタルとアナログ、地方と大都市の共存を可能にするエコシステムの構築 

・取り組み概要 

超スマート化が推進される Socity5.0 において、デジタルとアナログのバランスの取れた社会、地方と大

都市とで均衡のとれた社会のあり様を考え、共存を可能とするエコシステムの構築に取り組みます。 

アナログと地方の象徴的存在とも言える工芸が、デジタルと都会に向き合い持続的に成長していく方法

を、地域資源活用【工芸】、大学での実践教育【プロジェクトベースドラーニング】、地方への U ターン支援

【地方企業】を介して考えていきます。 

・未来への宣言 

目前に迫った Society5.0 

『経済』『人材』がデジタルに集中する傾向が加速しています。一方でデジタルばかりが進化しても、アナロ

グが取り残されれば文化全体の衰退を招くかもしれません。 

いのち輝く未来社会とはデジタルとアナログのバランスが取れた社会ではないでしょうか。 

デジタルの手を借りつつアナログなものを、都会の力を借りつつ地方に活力を与えたいと考えています。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

ネットワーク 日本各地を代表する工芸企業の情報ネットワークがあります。 

情報発信・PR SNS を通じ常時情報を発信していきます。 

技術・ノウハウ 毎年実施する工芸に関する調査情報が蓄積されています。 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

わたしたちの大きな夢は、2025 年大阪・関西万博に日本中、世界中から多くのみなさんが訪れ、そこで

得られる知見から人類が豊かな未来、いのち輝く未来社会を描いていくこと。そして、その輪のなかに工芸も

一緒に立っていることです。そして、わたしたちの考える未来社会へのビジョンは、『デジタルとアナログ、地方と

大都市の共存を可能にするエコシステムの構築』です。このビジョンに向け、地方出身の学生が地方の産品

の魅力を発信しその販売手法を実践的に学ぶ店舗の立ち上げなど、具体的な共創チャレンジを創出し、ま

た、このビジョンを共有できる共創チャレンジを支援していきます。 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

広域・狭域を問わず、都市と地方が相互に必要となる関係性を目指します。都市の大学・教育機関と

の連携でプロジェクトベースドラーニング（問題解決型学習）の場を提供し、参加者には出身地方の魅力

の探求・ビジネスリテラシーの修得を、地方の有力企業には将来の U ターン人材への支援と交流を促しま

す。 

・共創していきたい方々 

・出身地域の魅力を伝えたい思いがあり、ビジネスリテラシーを身に付けたい意欲のある都市在住の学生 

・実践教育の場を必要とする大学・教育機関 

・将来の U ターン人材への支援・交流に関心のある地方企業 

・地方の魅力を知る学生の持つ情報を活用したいと考える企業、自治体  



日本コンベンションサービス株式会社 

・取り組み名称 

全ての人にコミュニケーションの輪を広げるための MICE プロジェクト 

・取り組み概要 

私たちは、MICE の開催自体が、様々なセクターどうしが出会い、イノベーションの創造に寄与するなど

の、新たな「共創」が創出されるプラットフォームと考えます。そのため、MICE がどのような人にとっても、よりよ

い社会創造に向けて「共創」することができる機会となるよう、SDGs の視点を取り入れ、誰一人取り残さ

れない形で開催・実現することが重要であると考えます。 

そこで、私たちの持つ「会議・イベントの持続可能性への取り組み（イベントサステナビリティ認証

ISO20121）」と「国際プロトコル」のリソースをもって、「Create The Future Communication」の企

業理念のもと、理念を同じくする皆様とともに、誰一人取り残されない MICE（＝コミュニケーション）の場

を創出することに取り組みます。 

・未来への宣言 

社会課題を MICE（＝コミュニケーション）で解決するために、多様な人々が安心して参加できるイノベ

ーションの場を創出し、より良い未来社会の実現を目指します。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

人材 

グローバルレベルのミーティングプランナー、首脳会合レベルの通訳者、デジタルマーケッター、

オンライイベント技術者、映像演出・クリエイターなど、「国際プロトコル」を要する国際イベン

トなどを開催するために必要な多彩な人材を有しています。 

技術・ノウハウ 
高いレベルで国際的な MICE やオンラインイベントを実現する技術、集客を実現するため

のメディア戦略・デジタルマーケティングノウハウ 

ネットワーク 世界 31 ヶ国に展開する関係会社による、国際イベントのサポート 

その他 ISO20121(イベントサステナビリティ認証）を取得 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

すべての人々にとって、MICE が社会課題を解決するための有効なプラットフォームとなるよう、イベントサ

ステナビリティ認証 ISO20121 運用を手段とし、より良い社会構築（＝万博レガシー創出）に向け、産

官学民の共創を実現するためのコミュニケーションの場（＝MICE）を創出・支援していきたいと考えます。 

そのために、例えば、MICE の場が、単なる「問題提起・解決の話し合いの場」で終わるのでなく、多様

性（文化、言語、UD の観点）において、参加者だけでなく運営者側も対応されているなど、「誰一人取

り残さない」SDGs の理念に沿ったものになるよう、当社のリソースに加え、共感してくださる皆様と共創し、

企画から提案をさせていただきます。 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

開催地域や場所、オンラインやリアル形式を問わず、課題解決のためのプラットフォームとして MICE を進

化させ、広げていきたいと考えており、当社の活動の理念や趣旨を、SNS やプレスなどを通じて発信すること

で、一人でも多くの方に共感していただくことから始めたいと思います。 

 

 



・共創していきたい方々 

企業や自治体、各種団体など、業態は問わず、MICE の開催に関わる方であればどのような方でもお声

がけいただければと思いますが、特に ESG（環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス

（Governance））への興味関心の高い、および、これからの社会をよりサステナブルにしたいという、当

社と同じ思いや熱意のある方々と一緒に取り組んでいきたいと考えています。 

  



株式会社日本政策金融公庫大阪支店 

・取り組み名称 

成長戦略分野などへの支援を通じた地域活性化への貢献 

～つなぐ。支える。事業を、地域を。～ 

・取り組み概要 

コロナ禍において影響を受けるお客さまへの対応に万全を期すとともに、地震・台風その他の自然災害か

らの復旧・復興支援などのセーフティネット機能の発揮について、着実かつ機動的に取り組んでいます。また

今後の日本経済の発展のため、成長戦略分野など（①創業・新事業支援 ②事業再生支援 ③事業

承継支援 ④ソーシャルビジネス（NPO 法人など）支援 ⑤海外展開支援 ⑥農林水産業の新たな展

開への支援など）に積極的に取り組んでいます。 

・未来への宣言 

新型コロナウィルス感染症により影響を受けられた事業者への支援、成長戦略分野への支援、デジタル

化施策などイノベーションの加速化にも取り組み、大阪・関西万博を契機とした地域活性化への寄与により

「元気なおおさか」のために取り組んでまいります。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

資金提供 国の政策に基づいた政策金融の実施。 

情報発信・PR 
全国 152 支店のネットワークを活用したマッチング、商談会/セミナーなどの開催を通じて

地域活性化への貢献に取り組んでいます。 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

自然災害、感染症（新型コロナウイルス感染症など）、経済環境の変化により一時的に業績が悪化

している方、新たに事業を開始する方、事業承継をされる方、海外展開をされる方、農林水産業の新たな

展開をされる方などに対して、資金供給と情報提供を行うことで、新規開業や後継者のいない企業の事業

承継、企業の新たな海外展開などを日本経済の発展に貢献できる共創チャレンジを創出、支援していき

たいと考えています。 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

地元大阪を中心に民間金融機関や地方自治体などとの連携を強化して、中小企業・小規模事業

者、農林漁業者などのお客さまを支援していきます。 

・共創していきたい方々 

中小企業・小規模事業者、農林漁業者などの方々、民間金融機関、地方自治体、商工会議所など。 

  



独立行政法人日本貿易振興機構 

・取り組み名称 

国際ビジネス支援を通じた SDGs 達成への貢献 

・取り組み概要 

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）は自由で公正なルールに基づく貿易を推進する我が国

の通商政策に沿い、持続可能な開発目標（SDGs）も踏まえながら、貿易の利益を広く享受する包摂

性（インクルーシブネス）を高める観点から、貿易・投資振興機関として自由貿易の経済的恩恵を積極

的に発信するとともに、とりわけ中小・地域の企業などに海外とのビジネスに参加する機会を提供します。 

・未来への宣言 

デジタル技術などを活用し、すべての企業・事業者に国境を越えたビジネス機会に触れ、我が国のみなら

ず国際社会全体として経済的成長が得られるようサービスを提供してまいります。また、その取り組みを通じ

て、SDGs 達成や Society5.0 という万博で掲げる目的の実現につながることを目指してまいります。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

人材 

海外市場、国際情勢に知見のある人材、貿易投資相談を受け付ける人材、ハンズオンで

の国際ビジネス支援人材、対日投資支援を行う人材、オープンイノベーションを支援する

人材などを提供します。 

ネットワーク 

国内は本部（東京）、大阪本部、アジア経済研究所、日本食品海外プロモーションセン

ター（JFOODO）、貿易情報センター48 事務所・1 支所、海外は 55 カ国 76 事務所

のネットワークを提供します（2020 年 4 月 1 日現在）。 

技術・ノウハウ 国際ビジネスに関するノウハウを有し、サービスを提供します。 

情報発信・PR 

国際ビジネスに関して「ビジネス短信」や「地域分析レポート」に加え各種統計資料、セミナ

ー・ウェビナー・SNS を発信し、国際ビジネス情報に関する動画番組として「世界は今-

JETRO Global Eye」などを通じた情報を発信しています。 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

ジェトロの下記の取り組みを通じて、共創チャレンジを創出、支援していきます。 

１ 対日直接投資やスタートアップの海外展開支援などを通じ、イノベーションの創出を支援 

２ 日本の農林水産物・食品輸出を支援 

３ 中堅・中小企業など我が国企業の海外展開を支援 

４ 調査や研究を通じ、我が国企業の活動や通商政策などに貢献 

５ グローバル時代の地方創生に貢献 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

全世界 

・共創していきたい方々 

共創チャレンジの一環として、国際ビジネスを模索する企業・事業者 

  



日本みどりのプロジェクト推進協議会 

・取り組み名称 

日本の森林を守る間伐材活用プロジェクト 

・取り組み概要 

全国の緑化、森林整備のサポートを通じ、地方創生の実現、ゼロカーボン・脱炭素社会、生物多様性

の保全に関する様々な取り組みを創出していきます。 

・未来への宣言 

自然資源（みどり）を核に都市と地方が連携し、自然豊かな地方での様々な事業・しごとの創出を産

官学が連携して行っていくことで、自然との共生・調和、生態系の維持を前提とした社会経済モデルへの転

換と脱炭素社会・SDGs 実現を目指します。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

ネットワーク 
（公財）大阪観光局、（一社）テラプロジェクト、(一社）ナショナルパークスジャパン、

長野県をはじめとする会員自治体・企業・大学・研究機関など、様々な団体のネットワーク 

情報発信・PR 公式 Web サイト 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

①全国の緑化、森林の保全に関する様々な活動。 

②日本の宝である森林の維持に大きな課題である「山が荒れた状態」を改善するため、間伐と植樹を促

し、その間伐材を使って、日本の森を守り抜くための知恵、意識、匠の技など、持続的な社会に向け

た森林の果たすべき役割を改めて考え、創出する活動。 

これらを、万博の機会を通じ広く世界に発信していきたいと考えています。 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

日本全国（特に間伐材利用の観点から、森林整備県及び木材消費県など） 

・共創していきたい方々 

緑化、森林保全、間伐材利用等に取り組む自治体・企業・大学や研究機関 

  



ニューワールド株式会社 

・取り組み名称 

日本のものづくりを世界へ！コラボレーション＆プロデュースプロジェクト 

・取り組み概要 

美しい有田焼や波佐見焼。そんな日本の伝統工芸品を取り巻く現状を皆さんはご存知でしょうか。本プ

ロジェクトを通じて、少子高齢化に伴う後継者不足、海外製品の台頭やライフスタイルの変化による生産

高の減少など、日本のものづくり業界が直面している課題の解決に取り組みます。 

・未来への宣言 

この活動を通して、ものづくりに取り組む人、ものづくりを愛する人を増やし、日本ブランドを世界に発信し

ていきます。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

ネットワーク 
日本全国のものづくりの産地を実際自分たちの足で周り、素晴らしいものづくりの技術を発

掘し、職人さんとのネットワークを構築しています。 

技術・ノウハウ 
販路開拓・認知向上に伝わる PR のノウハウを有しています。（Makuake を利用してペ

ージ制作支援を行なったプロジェクトの累計調達金額は 7.5 億円を超えました。） 

フィールド 
職人さんの手仕事でつくられる「本当に良いもの」を「旅する雑貨店」として展開する自社

EC サイト「CRAFT STORE」を活用した販路開拓機会の創出が可能です。 

情報発信・PR 

SNS・Web メディア・雑誌・オンラインイベントなど、多くの方法で情報発信・PR できる媒体

を持っており、活用が可能です。（実際に手にとった気持ちになるような豊富な写真と文章

で商品の素晴らしさを伝えています。） 

技術・ノウハウ 
自社 EC サイトにおけるプライベートブランド開発経験もあり、キッチン雑貨などにおける商品

企画などの技術・ノウハウを有しています。 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

・自治体やものづくり企業とニューワールド株式会社との共創事業の創出 

・メディアとニューワールド株式会社の共創による伝統工芸品産業の拡大 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

日本各地の伝統工芸品の事業拡大に取り組みます。海外に対しても日本の伝統工芸品の周知拡大

を目指していきます。 

・共創していきたい方々 

自治体、行政、ものづくり企業の方々 

  



一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構 

・取り組み名称 

Road to 2025 ～いのち輝く未来社会へ向けた 2025 のアクション～ 

・取り組み概要 

夢洲モデルの新産業創出活動の中で芽生える多くの共創アクションや、参画する産学公の 150 団体が

2025 件の SDGs アクションに取り組み、当機構におけるアクションテーマとして登録・公開します。当機構

がこれらの活動を支援する共創プラットフォームとして機能し続けることで「いのち輝く未来社会づくり」に貢献

します。 

※夢洲モデルの新作業創出活動とは 

夢洲には既存インフラ、居住者がなく、古くからの伝統・文化に縛られない、海に囲まれた更地が広

がっています。大阪・関西において、夢洲は内陸部のようなブラウンフィールドではなく、いわゆるグリーン

フィールドです。グリーンフィールドの特徴を活かし、規制緩和が適用されやすい環境や実証・実装のし

やすさなどが新産業創造活動の触媒となり活性化していくことを「夢洲モデルの新産業創出活動」と総

称しています。 

【具体的な取り組み】 

➢参画企業が中心となり、５つの領域でのオープンイノベーション拠点活動 

➢一般参加型のセミナー・シンポジウム開催による夢洲まちづくりの在り方、2050 年を見据えた未来社

会像の研究機会の提供 

➢万博や（IR を含む）夢洲まちづくりに関わる関係者や国、自治体、経済団体等との連携・協力 

・未来への宣言 

産学公が共創し、多様な産業（IR、観光文化、健康医療等）との連携から生み出す 2025 のアクシ

ョンから、新事業・新技術を創出し、万博の成功に寄与するとともに、万博のレガシーを活かす未来都市の

創造を目指します。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

情報発信・PR 

当機構のホームページに「共創パートナー」のメニューを設置、150 社 700 名の会員から

SDGs のシーズが発信できるプラットフォームを提供。全国から閲覧可能で、能動的なマッ

チングが可能となります。登録案件はアップデートができる環境を提供し、常に最新の情報

として公開できます。 

フィールド 

当機構会員は民間企業だけでなく、多くの大阪府下自治体や関西圏のアカデミアに参画

いただいており、産学公連携がとりやすい共創フィールドが提供できます。そして、当機構に

参画する多くの自治体やアカデミアで、先端技術を活用した課題解決の実証・実装フィー

ルドとして提供することが可能です。 

ネットワーク 
国や各種団体等に対し、チャレンジ案件の提言・提案が単体企業では実施困難な場合

等、当機構の組織力・ネットワークを活用した実施機会の提供が可能です。 

その他 

当機構会員だけでなく、一般を対象としたセミナー・シンポジウムの開催実績多数。会員

交流会では会員企業のプレゼンテーションの機会を提供（リアル・オンライン双方で対応実

績あり）。今後ニーズに応じて交流会を活用したピッチの開催や、部会活動の中でハッカソ

ンなどの実施も検討可能です。 

  
  



・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

当機構の部会活動（エンターテイメント、ヘルスケア、都市魅力創造、Society5.0、地域経済発展

等）から派生するテーマや、夢洲の課題である地域共生、産業育成、地方創生等に寄与するテーマの創

出と共創を支援してまいります。 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

大阪府下自治体も当機構に多数参画されており、まずは大阪府下全域での取り組みとします。 

今後は日本、そして、世界でも展開できるよう、当機構のホームページにシーズ発信のプラットフォームを

構築し、機構活動や会員企業の取り組みを掲載、マッチング・共創のきっかけにしたいと考えます。 

・共創していきたい方々 

当機構の取り組みに共感いただけるすべての法人（企業・アカデミア・自治体）との共創を希望します。 

  



株式会社りそな銀行 

・取り組み名称 

2025 年大阪・関西万博をターゲットにイノベーションを通じて社会課題を解決する『レゾナンス・モデル』 

・取り組み概要 

りそなグループでは、「お客さまのこまりごと・社会課題を起点に、従来の銀行の常識や枠組みにとらわれ

ることなく、新しい発想、幅広いつながりが育む様々な『共鳴』を通じて、お客さまに新たな価値を提供する」

ことを理念に、ビジネス創造拠点として『ビジネスプラザ』を運営しております。ビジネスプラザは、りそなグルー

プ共通のプラットフォームとして、事業者や地域社会の皆さまが抱える様々な課題を解決し、新たなビジネス

へと発展していくための情報発信・交流拠点です。ビジネスプラザでは、以下のことに取り組みます。 

（1）ビジネスマッチング 

（2）人材ソリューション 

（3）創業・スタートアップ支援 

（4）ビジネスセミナー・イベントなどの情報発信 

・未来への宣言 

課題の解決「ソリューション」から、ビジネスの創造「クリエーション」へ、をテーマに以下のことを目指します。 

●企業、公共団体、大学・研究機関、地域社会に対する連携・協業への働き掛けを通じて、地域社会・

ビジネスパートナーが抱える様々な課題を解決し、これを新たなビジネスへと発展させていくことで、地域

経済の持続的成長や地域産業の活性化に貢献します。 

●イノベーション創造を図るスタートアップ企業と、リソースを持つ中堅・大企業とを結びつけることで、大阪・

関西を「世界に伍するスタートアップ・エコシステム」の拠点として、発展・成長を加速させます。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

ネットワーク 
【ビジネスマッチング】りそなグループの法人取引全国約 50 万社とのビジネスマッチング・商

談会を通じて販路拡大などを支援します。 

人材 
【人材ソリューション】提携先と協業で後継者・採用・定着化・育成など人に関する課題に

対してワンストップで支援します。 

フィールド 
【創業・スタートアップ支援】資金だけでなく、ビジネスマッチング・商談会などのソリューション

で IPO（株式公開）まで伴走支援します。 

情報発信・PR 
【セミナー・イベント開催】オープンイノベーションや、商談会、各種ビジネスセミナー、モニター

会、交流会などを通じて幅広い情報発信が可能です。 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

（1）SDGs に貢献するような取り組み（例えば、脱炭素、環境） 

（2）デジタル＆データなどのイノベーションを起こす取り組み 

（3）ワクワクするような社会課題解決に貢献する取り組み 

（4）万博後のレガシーとなるような取り組み 

上記に関わらず、幅広いチャレンジに対し、あらゆるリソースを活用し、新しいビジネスを創造する取り組み

に対し支援を行う方針です。 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

全国での展開を支援し、海外展開も検討されている方々も支援していきます。 

 



・共創していきたい方々 

活動趣旨に賛同をいただけるチャレンジャー（企業、大学・研究機関、公共団体）やベンチャー企業な

ど、幅広く共創を期待しております。 

  



一般社団法人離島総合研究所 

・取り組み名称 

離島から学ぼう、離島からはじめよう、世界がよくなることを。 

・取り組み概要 

離島地域の課題解決、価値創造につながる取り組みを支援し、先進的な事例を創出していきます。 

私たちは、多くの離島を見てきた中で、離島には「ヒトと自然の共生」における「未来社会」のヒントがある

のではないかと考えるようになりました。 

2025 年に向けて私たちは、離島のユニークなくらし、文化、問題をもっと知ること、様々なチャレンジャー

との共創により価値創造、課題解決を加速させていきたいと考えています。 

島には、大事なものがある気がする、そんな皆様とご一緒できることを楽しみにしています！ 

・未来への宣言 

私たちは、離島から学び、離島から世界をよくするためのきっかけ・本質的な課題を見つけ出します。 

離島地域は、地域・社会課題の先進エリアでありつつ、豊かな自然と多くの魅力を有するユニークな存

在。ここには私たちが経済成長と共に失ってしまったかもしれない、強い生きる力があるように感じています。 

私たちは、この離島地域を「自然と人との共生」、「風土・文化・技術の共創」を体現するフィールドと位

置づけ、万博の理念の具体化、SDGs の実現にチャレンジされる個人・企業の方々の活動と表現の機会

を創出していきます。 

離島から世界へ。離島総合研究所は、離島地域をフィールドにした、もの・こと・学び・技術の開発共創

を支援していきます。 

・提供できるリソース 

  
リソース 内容 

ネットワーク 

全国の離島地域のキーパーソンや行政職員との幅広いネットワークを有しています。また、

アライアンスメンバーとしても、多様な専門分野を持つメンバーがいます。特に、離島地域で

事業を展開するメンバーともアライアンスを組んでいることが特徴です。 

技術・ノウハウ 
離島地域の現状に精通していることはもちろん、商品開発、観光戦略、ブランディングなど

のノウハウを有しています。 

フィールド 
離島への訪問経験が豊富なため、離島での活動展開のサポートができます。 

（こんな活動をしたいのだが、どの島がよいか等も相談に乗れます） 

情報発信・PR アライアンスパートナーのメディアや飲食店を活用しての情報発信が可能です。 

原材料 離島地域の資源（農林水産物、野草、伝統工芸等）とのマッチングをサポートできます。 

  
・創出・支援したい共創チャレンジの取り組み 

豊かな自然に囲まれた離島での暮らしは、必然的に自然と共生し、持続する暮らしが営まれており、それ

自体が SDGs に適うものと言っても過言ではありません。こうした暮らしを尊重しつつ、「離島×〇〇」という

掛け合わせを通じて、離島の地域資源の価値向上、自然と人との共生する生き方の発信に資する取り組

みを推進して、SDGs+beyond の世界を実現していきたいと考えます。例えば、「離島×食品メーカーによ

る商品開発」、「離島×メディアによる自然と人との共生・そこで育まれる風土・文化の発信」等を進めていく

予定です。 

離島地域と一言で言っても、人口 5 桁の島から、人口２桁の離島まで様々です。その多様性を認め、

そこで生き続ける人への暖かい眼差しを持ち、離島地域の魅力を高めるため、離島地域と伴走しながら共



創していけるチャレンジをしていきたいと思います。 

  ・今後取り組みを展開したい地域・方法 

〇展開したい地域： 

 全国の有人離島地域 

〇今後の展開： 

離島地域に存在する資源や離島というフィールドを活かして、新しい価値を共創したいという個人・企業

等に対し離島の人・もの・情報・フィールドをマッチングし、取り組みをコーディネートしていきます。そして、

2025 年に大阪・関西を来訪される方に、島国日本を発信していきましょう。 

・共創していきたい方々 

離島地域に愛を持って関われる個人・企業等 

 


