
第 1回 バイオプラスチック特別部会 

議事次第 

 

日時：令和４年１２月２６日（月） 

１５時～１７時 

場所：四ツ橋セントラルビル２階会議室 

   （大阪市西区新町１－３－２） 

 

１．バイオプラスチック特別部会について 

 

 

２．今後のスケジュールについて 

 

 

３．募集要項について 

 

 

４．その他 
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バイオプラスチック特別部会設置要綱（素案） 

 

（目的） 

第１条 脱炭素や海洋プラスチックごみ問題の解決に寄与するバイオプラスチック

について、2025年大阪・関西万博の機会も活かして、新たな製品やサービス創

出などビジネス化を後押しする取組みを展開していくことで、当協会の会員企

業の振興はもとより、新規参入の促進やネットワーク拡大を図り、業界全体の

更なる活性化につなげていくことを目的として、当部会を設置する。 

 

（構成員） 

第２条 当部会は、別表に掲げる構成をもって組織する。 

 

（取組内容） 

第３条 当部会は、以下について取り組むものとする。 

(1) 大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」の当協会のリボーンチャレンジ 

認定事業である【バイオプラスチックで REBORN】に関すること 

(2) バイオプラスチックに関心を有する企業や大学等研究機関、行政等支援機関で構

成し、相互の情報交換や交流を図る「大阪バイオプラスチックビジネス推進ネッ

トワーク（Osaka Bioplastic business Promotion Network、略称 OBPN）」に関す

ること 

(3) その他、バイオプラスチックビジネスの推進に関すること 

 

（プロジェクトチーム） 

第４条 当協会のリボーンチャレンジ認定事業【バイオプラスチックで REBORN】の参

加企業として選定された、単独企業又は複数企業をもって構成する。 

２ 万博出展に向けた新製品・サービスの開発等は、基本的に個々のプロジェクト毎

に進めるものとし、展示の実現に関する各種調整、万博会期中の展示など、大阪ヘ

ルスケアパビリオンでの展示が統一感を有し万博に相応しいものとなるよう、当協

会として、クリエイターとの連携支援など各プロジェクトに伴走して支援する。 

 

（部会の運営） 

第５条 当部会の運営は、当協会の部会設置運営規程に基づき行う。 

 

（事務局） 

第６条 当部会の庶務は、当協会事務局において行う。 

 

附則 

１．令和４年●●月●●日、施行 
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別表 

 

【会員】 

職名 氏名 協会役職名 

部会長 岩﨑 能久 会長 

副部会長   

副部会長   

会員   

会員   

 



(一社)西日本プラスチック製品工業協会
バイオプラスチック特別部会　名簿
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委員 宇山　浩 大阪大学大学院工学研究科　教授

委員 岩﨑　能久 岩崎工業株式会社　代表取締役社長

委員 小島　孝彦 角一化成株式会社　代表取締役社長

委員 吉本　叡 旭化工株式会社　代表取締役社長

委員 岡田　晋策 株式会社三共プラス　代表取締役社長

オブザーバー 辻　敦士 近畿経済産業局　産業部　製造産業課　課長

オブザーバー 山田　真司 近畿経済産業局　資源エネルギー環境部　環境・リサイクル課　課長

オブザーバー 板倉　克宏 近畿地方環境事務所　資源循環課　廃棄物対策等調査官　

オブザーバー 多田　一也 大阪府　商工労働部　成長産業振興室　産業創造課　課長

事務局 平田　園子 一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会

氏名 所属名
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大阪パビリオン中小企業・スタートアップ展示ゾーンの建築概要（基本設計）

アトリウム

外部

中小・SU

可動防炎垂壁

床埋込照明
W50

床埋込照明
W50

2,000㎜

延べ面積(壁芯) 約160㎡

天井高さ 4,000mm

仕
上

天井 集成材（厚み30）

内壁 木壁

巾木 木製（高さ50）

床 ホワイトコンクリート（厚み80）

設
備

空調 床吹き出し

給排水設備 なし

照明設備
天井：スポットライト
床：埋込照明

平面図 A4：１/150

搬出入口

W2000×H3440

柱Φ318.6

中小企業・SU展示ゾーンの面積、仕上げ等
(注) 仕上、設備は実施設計で変更となります。

2022/06/24
2022/7/5修正

下線部修正
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令和４（２０２２）年１０月２７日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

（同時資料提供先：大阪府政記者会、大阪市政記者クラブ） 

 

 

 

 
 

 

 

 

○ 本募集は５月９日から８月３１日まで実施し、１８企業・団体から３０件の提案が寄せら

れました。提案のあった事業企画案は外部有識者等３名からなるリボーンチャレンジ審査

会（審査員長＝皆川 健多郎・大阪工業大学教授）による書面審査とヒアリング（一部提

案のみ）を経て、１４企業・団体から提案のあった２６件が選出され、中小・スタートア

ップ出展企画推進委員会が「リボーンチャレンジ」に認定しました。 

○ 今後、各リボーンチャレンジでの準備が整い次第、年明け（令和５（２０２３）年１月）

以降、順次、中小企業・スタートアップの募集を開始する予定です。詳細は決定次第、2025

年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会（大阪府・大阪市万博推進局）、中小・スター

トアップ出展企画推進委員会（公益財団法人大阪産業局）、大阪商工会議所、リボーンチャ

レンジ実施主体等のホームページ、機関紙などを通じて、広く周知していきます。 

○ 大阪・関西万博に 2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会（会長＝吉村洋文・大

阪府知事）が出展する大阪ヘルスケアパビリオンの「展示・出展ゾーン」の企画・運営を

担うために公益財団法人大阪産業局、大阪商工会議所が共同設置している「中小・スター

トアップ出展企画推進委員会」（委員長＝立野純三・公益財団法人大阪産業局理事長／大阪

商工会議所副会頭）は、同ゾーンにおける中小企業・スタートアップを支援する事業企画

２６件を「リボーンチャレンジ」に認定しました。 

○ 大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」は、多くの中小企業・スタートアップが

出展できるように、毎週、展示企業を入れ替える形で運営する予定です。 

○ 各リボーンチャレンジ実施主体において、中小企業・スタートアップの募集を年明け（令

和５（２０２３）年１月）以降、順次開始する予定です。出展を希望する中小企業・スタ

ートアップにはこれに応募し、リボーンチャレンジ実施主体からの支援を受けながら、同

ゾーンへの参加をめざしていただきます。 

○ 大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」では、優れた中小企業・スタートアップ

を発掘・支援し、その象徴的な成果、活躍を効果的に発信できるよう、万博の会期中だけ

でなく、準備期間や開催後も視野に入れた取り組みを企画・推進します。 

  ※リボーンチャレンジのスキーム 

 

記者発表資料 

【お問合せ】公益財団法人大阪産業局 万博共創ビジネス推進部（稲生
い の う

、木村、瀬川） 

ＴＥＬ:０６－６９４７－４３６５ 

大阪商工会議所 地域振興部 万博協力推進室（恵
めぐみ

、西田、玉川） 

ＴＥＬ：０６－６９４４－６３２３ 

大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」の 

リボーンチャレンジ（※）公表について 
～出展をめざす大阪の中小企業・スタートアップを発掘・支援します！～ 

 （※）リボーンチャレンジとは、出展をめざす中小企業・スタートアップを支援する事業企画のこと 
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【大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」の事業企画案募集の概要】 

 

＜事業企画案募集概要＞ 

主催：2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会 

企画・運営：中小・スタートアップ出展企画推進委員会 

◆募集期間：令和４（２０２２）年５月９日～８月３１日 

◆募集対象：原則、大阪府内に活動拠点を有し、中小企業・スタートアップの支援が実施可能

な金融機関または公的な企業・団体 

◆募集内容：地元資源・リソースを未来へとつなげ、SDGｓの取り組みや大阪の強力な魅力発信

を目的として大阪パビリオンへの参加をめざす優れた中小企業・スタートアップ

を支援する事業企画案を募集。 

 ※応募のあった事業企画案は、審査のうえ「中小・スタートアップ出展企画推進委

員会」が「リボーンチャレンジ」として認定。 

 

＜認定までのスケジュール＞ 

令和４（２０２２）年 

５月 ９日～８月３１日 「展示・出展ゾーン」事業企画案の募集 

９月１２日～  ２６日   審査員による書面審査 

１０月 ５日      リボーンチャレンジ審査会開催 

（審査員によるヒアリング（一部提案のみ）、最終選考） 

１０月１２日 中小・スタートアップ出展企画推進委員会総会開催               

リボーンチャレンジ認定 

１０月２７日         リボーンチャレンジ公表 

     

＜リボーンチャレンジ審査会 審査員名簿＞ ※印は審査員長   （敬称略・氏名五十音順） 

氏名 所属・役職 

後藤 克己 
2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会事務局長 

（大阪府・大阪市万博推進局理事） 

樋口 光生 独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部企業支援部長 

※  皆川 健多郎 大阪工業大学教授 

以上 

＜添付資料＞ 

・資料１_リボーンチャレンジ認定事業一覧（26件） 

 https://www.obda.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/20221027_RC_nintei26.pdf 

・資料２_大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」の概要 

 https://www.obda.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/20221027_healthcareP.pdf 

 

https://www.obda.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/20221027_RC_nintei26.pdf
https://www.obda.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/20221027_healthcareP.pdf


 

リボーンチャレンジ認定事業一覧（26 件） 

 

リボーンチャレンジ名称 

①事業実施主体名 ※【】内は共同企業体名 

②事業テーマ（REBORN・ヘルスケア・SDGs・デジタル・ライフスタイル・環境・その他 の中から

３つまで選択） 

③事業概要 

 

（リボーンチャレンジ名称 五十音順） 

Academia×REBORN ～学理と実際との調和～ 

①関西大学 

②SDGs・デジタル・環境 

③136 年の歴史を有する大阪に根差した総合大学である「関西大学」が、大阪が持つ多様性を世界に発信す

るため、SDGs とカーボンニュートラルをキーワードとして、未来の社会で生きる自分をイメージし、自分

らしい価値観や生き甲斐を発見・再認識してもらえる展示をめざすべく、大阪・関西万博に向けて企業との

共同開発を加速し、各企業の成果を全世界に広く発信します。 

明日が楽しくなる町「スマートヘルスケアタウン」プロジェクト 

①公益財団法人大阪産業局 

②REBORN・ヘルスケア 

③大阪ヘルスケアパビリオンのメインテーマであるヘルスケア分野において、大阪府内のスタートアップが

開発するイノベーティブな製品・サービスの展示を行い、来場者に体験してもらうことで、人々の「いの

ち」と「健康」を守り、誰もが楽しく安心して生活できる未来の暮らしを提案します。 

ウェルネスを実現するテクノロジーと空間 

～カラダ（フィジカル）の健康と美容を実現するオフィス～ 

①大阪商工会議所 

②ヘルスケア・ライフスタイル・その他（Well-being、インクルーシブ、アンチエイジング、フェムテッ

ク、美容） 

③未来のウェルネスのモデルを発信するため、一般社団法人日本オフィス家具協会等と連携し、ワークプレ

イスにおいて、簡単にカラダの状態を確認でき、無理なく運動不足の解消や体調変化への気付きにつながる

ほか、筋力・運動機能の向上や美容効果が期待できるプロダクト・サービスを展示します。出展予定者に対

しては、会期前からコンサルティングやビジネスマッチング、PR 等の事業化支援をし、国際的プレゼンス

を向上させるとともに、会期後にもビジネス化を後押しします。 

ウェルネスを実現するテクノロジーと空間 ～ココロとアタマの健康を目指したオフィス～ 

①大阪商工会議所 

②ヘルスケア・ライフスタイル・その他（Well-being、オフィス、メンタルヘルス、インクルーシブ） 

③未来のウェルネスのモデルを発信するため、一般社団法人日本オフィス家具協会等と連携し、ワークプレ

イスにおいて、メンタルや脳の健康状態が意識されることなくセンシング・モニタリングできるほか、検知
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した情報に基づき、個人が最適化された体験を享受できるプロダクト・サービスを展示します。出展予定者

に対しては、会期前からコンサルティングやビジネスマッチング、PR 等の事業化支援をし、国際的プレゼ

ンスを向上させるとともに、会期後にもビジネス化を後押しします。 

大阪発！ワクワクする未来の暮らし ～世界一おもしろい都市をめざして～ 

①株式会社 池田泉州銀行 

②REBORN・ライフスタイル・その他（コミュニケーション） 

③明るく楽しい未来を創造する企業家たちによる大阪の未来予想図を表現し、大阪から「ワクワク」と「お

もろい」を世界へ発信します。多様化する生活者のニーズに寄り添った高品質な製品やサービスの開発を行

っている企業の技術を用いて、未来の大阪での暮らしを、「交流」や「対話」を軸に表現し、来場者が思わず

ワクワクし笑顔になるコンテンツを展開します。 

カーボンニュートラル トレジャーハント～ 便利な未来を支える技術たち ～ 

①公益財団法人大阪産業局 

②REBORN・環境 

③環境への配慮がなされ、カーボンニュートラルの実現に貢献する大阪府内のスタートアップが提供する製

品の展示・来場者へ体験を通じ、地球温暖化など環境に関する問題への意識への気づきや、自身ができる行

動変容の促しにつながる展示をめざします。 

観光の新規事業の実験場 ～観光産業から、関西を元気に～ 

①一般社団法人関西イノベーションセンター（施設名：MUIC Kansai） 

②REBORN・SDGs・その他（インバウンド・観光産業、またそこから 派生する様々なテーマ） 

③社会課題を起点とした観光産業、またそこから派生する様々なテーマの活性化をめざし、実証実験を重

ね、2025 年の大阪・関西万博までに社会実装をめざします。スタートアップの技術・アイデアの紹介だけで

なく、社会実装を経て「何が変わったか」を体験してもらう場とし、様々な国・世代の方の目に触れること

で、地域経済の活性化に繋がる「きっかけ」とします。 

幸福寿命の実現を目指して 

①一般社団法人大阪府経営合理化協会 

②SDGs・デジタル・ライフスタイル 

③誰もが願う穏やかで笑いの絶えない幸せな人生の実現には、支え合う人々・経験・技術が大きな力となり

ます。本企画では、ＡＩやメタバースというＩＴ技術を活用した幸福寿命の実現、幸福寿命実現のハードル

を乗り越える衣・食・住の最新技術の展示をめざします。 

サステナブルに基づく繊維・ファッション産業の未来共創プロジェクト 

①大阪商工会議所【協同組合関西ファッション連合】 

②SDGs・デジタル・ライフスタイル 

③大阪の繊維・ファッション産業の「協業」の精神を受け継ぎ、繊維に関わる大阪の中小企業が交流、協力

することで、「リボーン」を実行し新たな製品を生み出すことをめざします。そして、その成果を大阪・関西

万博において「過去」から「未来」につながるサステナブルな取り組みとして広く社会に伝えていきます。 

Series Ａ; セレクション ~輝く未来社会の創り手ここにあり~ 

①大阪商工会議所 

②デジタル・ライフスタイル・環境 



 

③大阪商工会議所が展開している支援事業を複数分野（①グリーンテック（GX)、②SDGs/ESG、

③XR(AR,VR,メタバース,デジタルツイン）、④AI（人工知能）、⑤MaaS、⑥ライフスタイル（ドローン、自

動運転など））に分類し、おもに「B2C」事業を中心とする中小企業・スタートアップによる「見て、触れ

て、楽しんで」もらえる実商品を大阪・関西万博において提供することをめざします。 

少し先の未来生活を支える「縁の下（E-N-NO-SHI-TA）」ものづくり企業たち 

①地方独立行政法人大阪産業技術研究所 ※以下、「大阪技術研」という 

②SDGs・ライフスタイル・環境 

③大阪技術研の技術支援メニューを活用して達成した製品化事例を展示し、大阪の中小企業の技術力を世界

に発信します。大阪技術研では、約 100 年間に渡り中小・スタートアップ企業を始めとする多く企業の多岐

に渡る技術分野を支援してきました。その中で、製品化や技術力の向上を達成した企業を「少し先の未来生

活を支える製品・技術」と表現し、ご来場の皆さまに大阪が誇る世界を支える技術力を感じ取っていただけ

ればと思います。 

Start×Reborn×Local ～大阪がミライをかえる 3 つの WAY～ 

①株式会社 三菱 UFJ 銀行 

②REBORN・SDGs・ライフスタイル 

③「オーディション等を通じて、大阪・関西のスタートアップ企業を世界へ発信」、「伝統企業から成長企業

への「転身・変革」チャレンジの応援」、「先進的な官民連携で自治体課題（＝社会課題）を解決する取組み

の紹介」などを通じて、大阪のスタートアップ企業を盛り上げます。大阪・関西万博では、来場者が見て、

触れて、楽しめる「体感型」の出展をめざします。 

共に創ろう、ヒトとモノとデジタルの未来～デジタル技術で変わる、大阪のモノづくり～ 

①株式会社 池田泉州銀行 

②REBORN・デジタル・環境 

③Society5.0 における未来の「モノづくり現場」を体感してもらえる空間を創出します。デジタル技術を活

用して、変化をし続ける産業界のなかでも、製造業にフォーカスを当て、デジタルトランスフォーメーショ

ン（DX）を進める企業と、その技術を提供するスタートアップの取組みを「未来の製造現場」として表現

し、来場者が未来の製造業のあり方を体感できるコンテンツの展開をめざします。 

バイオプラスチックで REBORN 

①一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 

②SDGs・ライフスタイル・環境 

③大阪・関西万博でバイオプラスチック製品を披露し、万博後のビジネス化にもつなげられるように、大阪

に集積するプラスチック製品製造業の中小企業等とともに製品開発等に取り組みます。 

パワースポット ＩＮ ＯＳＡＫＡ 中小カンパニー 

①大阪府中小企業団体中央会 

②REBORN・デジタル・その他（未来社会に貢献する大阪の中小企業の製品・技術） 

③大阪の中小企業による未来社会に向けた優れた製品や技術力、質の高いサービス、伝統工芸・文化や大阪

の食文化の魅力を展示や体験を通して紹介します。また、リアルの展示に加えてバーチャル技術を活用した

展示方法により、来場者が空間の制約にとらわれずに様々な製品やコンテンツを体感し深く理解することを

可能にし、大阪の中小企業の高いポテンシャルを世界に発信します。 



 

まちこうばのエンターテイメント！～みせるばやおモデル～ 

①八尾市 

②REBORN・デジタル・ライフスタイル 

③八尾市が「みせるばやお」のプラットフォームを活用し、ファクトリズムと連動する「まちこうばのエン

ターテイメント」を実施します。日本のものづくりを裏側から支えてきた八尾の企業の高い技術力を活か

し、そのワザが可視化された空間で、感じた驚きや感動もまたデータ化されます。 

八尾のものづくり企業の未来のビジネススタイルを発見し、その瞬間・場所でしか味わえない体験価値が得

られる展示をめざします。 

身近な課題や世界のお困りごとを大阪の町工場が解決します！ 

①大阪商工会議所【大阪信用金庫】 

②SDGs・ライフスタイル 

③SDGs、ライフスタイル等、様々な領域にわたる身近な課題やお困りごとを国内外から広く募集し、大阪

の町工場の力を結集することで課題を解決し、市場性の高い試作品、製品を開発します。万博会期中は、来

館者に実際に新製品を体験してもらいながら、大阪の町工場の実力と製品の有用性を発信し、万博後には市

場への投入に向けて開発を継続し、出展企業の成長のきっかけとします。 

未来の生活スタイル～スマートルーム～ 

①大阪シティ信用金庫 

②SDGs・デジタル・ライフスタイル 

③未来社会の生活様式を感じることができる空間として、SDGs が達成された未来に実装される可能性のあ

る商品等を企業が持ち寄り、来場者が「未来の生活スタイル」を想像・体感できるような展示・出展を行い

ます。企業ひとつひとつの技術は、一般消費者の目に⽌まることは少ないが、トータル的なコーディネート

を行うことで、来場者にも分かり易い、見応えのある展示をめざします。 

みんなで描こう、誰もが暮らしやすい社会 ～未来の生き方・働き方～ 

①株式会社 池田泉州銀行 

②ヘルスケア・SDGs・ライフスタイル 

③「ウェルビーイング（Well-being）」の実現に向けて活動する企業が思い描く少し先の未来を楽しく体験し

てもらえる空間を創出します。ジェンダー問題や従業員の健康維持など、生き方・働き方に関する社会課題

解決のために活躍する企業の技術やサービスを用い、「誰もが生きやすい近未来の社会や職場」を表現し、未

来のライフスタイルを体感してもらうことで、来場者のより充実した人生に繋がるきっかけとなることをめ

ざします。 

みんなで考える未来の街プロジェクト 

①公益財団法人大阪産業局 

②REBORN・その他（スマートシティ） 

③大阪・関西万博の先にスーパーシティを見据えた大阪らしく、「未来の街」をテーマに、移動や観光、ヘル

スケアなどスマートシティ関連の製品・サービスをコンテンツに展開し、リアルとバーチャルを融合させ、

「みんなで未来の街について考える」という共創の場を提案します。2023 年度から開催される咲洲の産学官

連携による大阪・関西万博の機運醸成プログラム「咲洲プレ万博」と連携しながら、企業のプロダクトの完

成度の向上等の支援を実施します。 



 

MOBIO 大阪パビリオン展示 No/BORdER  国境・垣根・時代・カベを越える技術展 

①公益財団法人大阪産業局 

②REBORN・その他（ものづくり） 

③『REBORN / do ▶ No / BORdER リボーンの実行でボーダーを越える！』 

「国境」、「垣根」、「時代」、「限界（カベ）」を越えた、大阪府内ものづくり中小企業の製品・技術の展示を行

います。製品・技術のブラッシュアップとプロモーション方法（見せ方）に絞った支援を行いながら、大

阪・関西万博では、大阪のものづくりの歴史やものづくり体験ゾーンを展示し、幅広い層への集客を図るこ

とをめざします。 

Rethink まちからはじまる、脱炭素への取り組み まちと社会、これからのくらし 

①大阪商工信用金庫 

②REBORN・SDGs・環境 

③持続可能な社会の実現に向けた、最重要事項のひとつである“脱炭素”にテーマを絞ることで、来場者にも

分かりやすく関心高く、参加支援企業の多様な取り組みに触れていただくことをめざします。大阪の中小企

業・スタートアップにおける、脱炭素事業への参加支援を行いながら、その土壌となる大阪のまちとしての

魅力や活気を感じてもらえるような構造を伝えます。 

りそなグループ ~春~【ライフサイエンス・ヘルスケア領域】パーソナルデータに基づく健康へのア

プローチ ※春夏秋冬順 

①株式会社 りそな銀行【株式会社埼玉りそな銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社みなと銀行】 

②REBORN・ヘルスケア・その他（ライフサイエンス） 

③「未病フェーズから健康に取り組めるパーソナルな仕掛け」をテーマに、健康なうちから自身の身体につ

いて興味を持っていただき、健康への関心を高めるような仕掛けを作り上げます。 

また、本企画を通じて、ライフサイエンス・ヘルスケア分野の強み・技術を体感できる展示をめざします。 

りそなグループ ~夏~【SX／環境・エネルギー領域】新しいエネルギーシステムや環境配慮商品によ

るサステナブルな未来  ※春夏秋冬順 

①株式会社 りそな銀行【株式会社埼玉りそな銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社みなと銀行】 

②SDGs・環境・その他（エネルギー） 

③「どこの国でも使え、誰もが使ってみたくなるエネルギーシステムや環境配慮商品の体験」をテーマに、

未来のエネルギーシステムに触れることで、今後の生活のなかでのエネルギーについて考え、行動するきっ

かけとします。また、本企画を通じて、日本が世界の SDGs をリードする姿を感じられる展示をめざしま

す。 

りそなグループ ~秋~【フード・ライフ／デザイン・アート領域】日本の伝統産業や食文化、ものづ

くりの根底にあるデザイン・アート  ※春夏秋冬順 

①株式会社 りそな銀行【株式会社埼玉りそな銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社みなと銀行】 

②ライフスタイル・その他（伝統産業・食文化）・その他（デザイン・アート） 

③「工芸品からデザインを感じる、職人体験を通じた関係人口づくり」をテーマに、日本の伝統産業や食文

化、ものづくりの根底にあるデザインを知ることで、自身との繋がりをより身近に感じてもらえるような展

示をめざします。また、本企画を通じて、伝統産業やデザインへの関心をより高められるような展示を創り

上げます。 



 

りそなグループ ~冬~【DX／デジタル・データ／ものづくり領域】ものづくりの力と未来を感じさせ

る最新技術の融合からわくわくする時代への思いを馳せる  ※春夏秋冬順 

①株式会社 りそな銀行【株式会社埼玉りそな銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社みなと銀行】 

②デジタル・その他（ものづくり）・その他（未来のテクノロジー） 

③「最新技術や映像を組み合わせたオープンファクトリー体験」をテーマに、ものづくり技術の多様さと最

先端の技術を駆使し来場者に未来への想像力を働かせる展示にします。また、本企画を通じて日本のものづ

くりの技術を発信するとともに、未来社会への気付きを得られる場とします。 
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主催：一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 

協力：2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会 

中小・スタートアップ出展企画推進委員会 

 

 

 

 

 

大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」 

リボーンチャレンジ【バイオプラスチックでＲＥＢＯＲＮ】 

参加企業募集要項（素案） 

大阪ヘルスケアパビリオン 

Nest for Reborn 

リボーンチャレンジ認定事業 

募集締切：令和 5（2023）年２月 28日（火）17時（必着） 
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Ⅰ.開催概要 

１.【バイオプラスチックで REBORN】 

１－１．事業の目的 

2025 年大阪・関西万博において、大阪府、大阪市がオール大阪で出展する大阪ヘルスケアパビリオンでは、

「REBORN（人は生まれ変われる、新たな一歩を踏み出す）」をテーマに掲げ、大阪の強みを生かしてわくわくし

ながら明るい未来を感じられるパビリオンをめざしています。 

この度、パビリオン内に設けられる「展示・出展ゾーン」の具体化を図るため、万博への参加をめざすベンチャ

ー企業、中小企業、スタートアップ等（以下「中小企業・スタートアップ」という。）の支援事業企画（以下「リボー

ンチャレンジ」という。）として、当協会では【バイオプラスチックでREBORN】を実施し、中小企業・スタートアップ

の万博参加に向け取り組みます。 

プラスチック製品については、社会の様々な分野で利用され、豊かで便利な暮らしに貢献している一方で、 

2050年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染をゼロに削減する「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」 

や、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた世界的な動きなど、社会的な課題が顕在化しています。 

そのような中で、リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】では、海洋プラスチックごみ問題の 

解決や脱炭素に寄与するバイオプラスチック※１を活用して、万博への参加に向けて、独創的で競争力のある新

製品やサービスの開発等に取り組む中小企業・スタートアップを支援し、その技術力を広くアピールするとともに、

プラスチック素材の魅力や未来を表現し、新しい価値を必要とする社会に対して、これからも貢献していくことを

発信します。 

※１…バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの総称。バイオマスプラスチックは「原料として植物などの再生可 

能な有機資源を使用するプラスチック」を、生分解性プラスチックは「プラスチックとしての機能や物性に加えて、 

ある一定の条件の下で自然界に豊富に存在する微生物などの働きによって分解し、最終的には二酸化炭素と水 

にまで変化する性質を持つプラスチック」を、それぞれ指します。 

 

１－２．支援内容について 

当協会は、以下の役割分担の下で、バイオプラスチックを活用して、新製品やサービスの開発等に取り組む 

参加企業に対する伴走支援や出展企業の選定などに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当協会では、バイオプラスチックに関心を有する府内等のプラスチック製品製造企業や原材料メーカー・商

社、小売や化粧品・飲食料品などのプラスチック利活用企業、大学等研究機関、行政等支援機関などで構成す

る「大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク（略称：OBPN）」を創設し、バイオプラスチックに関するビ

ジネスや研究・技術の支援、行政施策に関する情報交換や相互の交流促進に取り組みます。この仕組み等を活

出
展 中小企業・スタートアップ 

◎リボーンチャレンジ実施主体の支援のもと、 
万博出展に向けて新製品・サービスの開発等を実施 

募集・支援 

リボーンチャレンジ実施主体 
（当協会） 

企
業
支
援 

中小・スタートアップ 
出展企画推進委員会 
（企画・運営） 

2025年日本国際博覧会 
大阪パビリオン推進委員会 

（主催） 

主
催
・企
画
＆
運
営 

◎リボーンチャレンジへの参加企業の募集 
◎参加企業に対する伴走支援の実施 
◎出展企業の選定 
◎展示の実現に関する各種調整 
◎万博会期中の展示 

◎「展示・出展ゾーン」・リボーンチャレンジの PR広報 
 （ホームページの運営、冊子作成  等） 
◎募集要項作成サポート 
◎リボーンチャレンジの進捗管理（サポート） 

◎「展示・出展ゾーン」全体調整 
◎展示・出展ゾーン」全体にかかる PR広報 

連携・協力 

☜本募集が該当 

＜中小・スタートアップ出展企画委員会事務局作成資料より引用＞ 
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用して、参加・出展企業の伴走支援にも取り組んでまいります。 

 

２．主催 

主催：一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 

協力：2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会※２ 

中小・スタートアップ出展企画推進委員会※３ 

※２…大阪ヘルスケアパビリオン及び関連事業の企画・推進を目的に設立（会長：大阪府知事） 

※３…大阪ヘルスケアパビリオンの「展示・出展ゾーン」の企画・運営を目的に公益財団法人大阪産業局と大阪商工 

会議所が共同設置（会長：大阪産業局理事長/大阪商工会議所副会頭） 

 

３．スケジュール 

(1) 参加企業の募集・審査・選定、および出展企業の審査・選定に関し想定するスケジュール 

令和 5年 1月 16日（月曜日） 募集開始 

令和 5年 1月 24日（火曜日） 募集説明会（オンライン） 

令和 5年 2月 13日（月曜日） 応募書類受付開始 

令和 5年 2月 28日（火曜日） 応募書類受付締切 

令和 5年 3月上旬頃        審査会（参加企業の応募書類審査） 

令和 5年 3月中旬頃        リボーンチャレンジ参加企業の選定・結果通知 

令和 5年度中（予定）        審査会（参加企業から出展企業を選定する審査） 

令和 5年度中（予定）        大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」出展企業の選定・公表 

 

(2) 大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」出展までの今後のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度 2023年度 2024年度 2025

年度 
リ
ボ
ー
ン
チ
ャ
レ
ン
ジ 

実
施
主
体 

中
小
・ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ 

出
展
企
業
推
進
委
員
会 

２
０
２
５
年
日
本
国
際
博
覧
会 

大
阪
パ
ビ
リ
オ
ン
推
進
委
員
会 

１
月 

４
月
頃 

リ
ボ
ー
ン
チ
ャ
レ
ン
ジ
開
始
・ 

伴
走
支
援 

リボーンチャレンジ参加企業募集 

時
期 

未
定 

企業支援 

磨き上げ 

出
展
企
業
候
補
調
整
開
始 

８
月
頃 

出
展
企
業
選
定 

展
示
契
約 

展示調整 
展示製作 
出展準備 

【Web立上げ】リボーンチャレンジ・出展企業 PR 

４～１０月 

進捗管理（サポート） 

リボーンチャレンジ・出展企業 PR冊子作成 

2024年１０月頃から配付（予定） 

連携・協力 

 

「展示・出展ゾーン」全体調整・全体にかかる PR広報 

Ｗ
ｅ
ｂ 

立
上
げ 

リボーンチャレンジ参加企業募集PR 

リボーンチャレンジ PR 出展企業 PR 

※2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会等のWebを活用して PRを行う。 

出
展
・展
示
・運
営
・集
客 

万
博
開
催
（
中
小
企
業
・ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
出
展
） 

中小・スタートアップ出展企画委員会事務局作成資料より引用 

新たな図が推進委員会から送付される予定 
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Ⅱ．募集内容等 

１．募集対象者 

リボーンチャレンジ参加企業の応募においては、以下の(1)～(●)をすべて満たす企業・団体です。 

(1) 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業・スタートアップ 

業種 資本金 常時使用する従業員数 

製造業、建設業、運輸業、以下に掲げる以外の業種 ３億円以下 300人以下 

卸売業 １億円以下 100人以下 

サービス業 5,000万円以下 100人以下 

小売業（飲食業を含む。） 5,000万円以下 50人以下 

※ただし、設立されてからの年数は問いません。 

(2) 当事業で募集する対象企業の要件 

①大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」への出展をめざして、バイオプラスチックを活用して、独創 

的で競争力のある新製品やサービスの開発等に取り組もうとする企業であること。 

②①の新製品やサービスの開発等に要する経費は、自己資金や補助金等の外部資金を含めて、全て応募 

企業において確保すること。 

    ③当法人の正会員と定める範囲（福井県以西）に事業所を有する企業 

(３) 宗教活動や政治活動を目的としていないこと。 

(４) 消費税及び地方消費税を完納していること。 

(５) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措 

置要件に該当する者でないこと※４。 

(６) 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者又は同要 

綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者でないこと※４。 

(７) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５ 

項に規定する性風俗関連特殊営業を府内において営んでいない者。 

※４…参考：大阪府ホームページ（https://www.pref.osaka.lg.jp/keiyaku_2/e-nyuusatsu/e-youkou.html） 

※上記(1)で構成する複数の企業がグループで参加することも可能です。 

※応募者が上記条件を満たさないことが事後的に発覚した場合、遡及的に参加はなかったものとして扱い 

ます。 

 

２．参加料 

(１) 参加料 

約 30万円（1社あたり、税込。） （一社）西日本プラスチック製品工業協会 会員企業は参加料不要 

(２) 参加料の納付時期 

リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】に関して発生する参加料の納付については、事業 

実施の過程において、随時、参加企業のご担当者あてにお知らせします。 

 

３．募集方法 

(１) 募集期間 

令和５（2023）年１月 16日（月）から同年２月 28日（火）17時まで 

(２) 提出方法・書類 

https://www.pref.osaka.lg.jp/keiyaku_2/e-nyuusatsu/e-youkou.html
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（一社）西日本プラスチック製品工業協会ホームページ上、【バイオプラスチックで REBORN】

（https://ct.nishipla.or.jp/site/pdf/****.html）より、応募書類をダウンロードして申請してください。 

※参加申込いただいた企業には、申込時、以下の書類をご提出いただきます。 

（提出書類） 

①応募申請書【様式１】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部（必須） 

②応募条件に関する誓約書【共通様式（A4判）】・・・・1部（必須） 

(３) 費用の負担 

応募に要する経費は、全て応募者の負担とします。 

(４) 提出書類の返却 

提出書類は理由の如何を問わず、返却しません。 

 

４．リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】の募集説明会（オンライン）について 

以下の日程にて募集説明会を開催します。 

(１) 日時：令和５（2023）年１月 24日（火）14時から 15時まで 

(2) 開催方法：オンライン開催 

(３) 定員：100名 

(４) 参加費：無料 

(５) 申し込み：https://forms.gle/GMoD9jDXUQRDCdjG9 もしくは以下の二次元バーコードからお申し

込みください。 

※オンライン参加者へは、1月 23日頃に説明会参加のための URLを送付します。 

※応募にあたって説明会出席は必須ではありません。また、審査にあたって説明会出  

席の有無が考慮されることはありません。 

(６) 申込期限：令和５（2023）年１月 22日（日）17時まで 

 

５．審査方法 

(1) 審査方法 

①提出書類に基づき、外部の審査委員等で構成する審査会による書類審査を行い、当協会がリボーンチャ 

レンジ【バイオプラスチックで REBORN】への参加企業を選定します。 

②提出書類について、当協会事務局より個別に内容の確認を行う場合があります。また、審査過程において、

審査委員から意見聴取をお願いすることがあります。そのため、応募者は事前に以下の日程確保をお願い

します。 

【意見聴取日時】令和５年３月 7日（火）（予定）  ※上旬で日程を仮決め。審査委員日程確保 

※審査委員の都合上、日程が変更になる場合があります。 

【意見聴取場所】四ツ橋セントラルビル（予定）（大阪市西区新町１丁目 3番１２号） 

(２) 審査の視点 

審査委員は、以下の視点から審査を行います。 

①申請内容が、目的や応募条件に沿ったものとなっているか。 

②取組みの内容や実施体制、スケジュールが適切に設定されているか。 

(3) 選定結果 

選定結果は、令和５年３月 20日（月）（予定）に、応募申請書に記載の「担当者連絡先」あてに電子メール 
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で通知します。 

 

６．留意事項 

(1) 提出書類の、募集期間を経過しての応募は、無効となります。 

(2) 審査状況・選定結果等に関する個別のお問い合わせには、一切お答えできません。 

(３) 次のいずれかに該当した場合は、審査の対象となりません。 

①提出書類の記載内容に空欄などの不備がある場合。 

②提出書類に虚偽の記載を行うこと。 

③審査委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。 

④その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

 

Ⅲ．大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」出展企業の選定について 

１．出展企業の選定について 

(１) 出展企業選定の考え方 

リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】は、大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」 

への出展をめざす中小企業・スタートアップを支援するリボーンチャレンジ認定事業です。当要項Ⅰ－1．に 

掲げる目的を達成するにふさわしい製品、技術などを持つ「展示・出展ゾーン」出展企業を、リボーンチャレ 

ンジ【バイオプラスチックで REBORN】参加企業から選定します。 

ただし、出展企業は原則、大阪府内に活動拠点を有する企業とします。  

また原則、他のリボーンチャレンジと重複して、１社の中小企業・スタートアップが複数回「展示・出展ゾー 

ン」に出展することはできません。 

(2) 出展企業の審査・選定方法 

出展企業の審査方法や審査の視点、選定方法、審査結果の通知については、改めてお知らせします。 

出展が確定した「展示・出展ゾーン」出展企業は、リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】 

ホームページで公表されるほか、2025 年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会が運営するホーム 

ページ（https://osaka2025.site/）等でも広く公表されます。 

※出展企業選定の際には、「暴力団排除に関する誓約書」及び「納税証明書（都道府県税事務所が発行す

るもの、税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書）」を出展企業から提出いただくことを予

定しています。 

 

２．「展示・出展ゾーン」出展に向けた留意事項 

(1) 出展企業は、当協会が選定を行い、大阪パビリオン推進委員会及び中小・スタートアップ出展企画推進委

員会が決定し、その後、大阪パビリオン推進委員会の所定の手続きを経て、出展企業が確定する予定です。  

(2) 「展示・出展ゾーン」に出展する企業には、「バイオプラスチックでＲＥＢＯＲＮ」参加料とは別に出展料として

30万円を上限に一定の費用をご負担いただきます。 

(3) 出展料の支払いについては、出展企業決定後に改めて当協会からお知らせします。 

(4) 出展企業は、自社の「展示物（現物）」「展示物の加飾費」「展示物に係る搬入搬出経費」その他自社の展

示、出展に関する費用を自らご負担いただきます。 

 

Ⅳ．その他 
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(1) 「展示・出展ゾーン」出展企業は、2025 年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会が運営するホーム

ページをはじめとした「展示・出展ゾーン」に関する広報物等の作成に協力いただきます。 

(2) 当要項に記載する、リボーンチャレンジ参加企業及び出展企業に負担いただく費用については、当協会が

取りまとめのうえ、リボーンチャレンジへの参加及び出展に向けての企画・調整等の経費に活用いたします。 

(3) 当事業参加者の各種情報は、当事業協力団体や当事業の実施にあたり協力を受ける他の支援機関等と

共有させていただきます。 

 

Ⅴ．問い合わせ先 

一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 事務局 

担当：平田 園子 

・電話：06-6538-6100 

・E-mail：kyokai＠nishipla.or.jp 
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受付番号  

 

令和  年   月   日 

 

一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 会長 様 

 

大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」のリボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】 

参加企業募集にかかる応募申請書 

 

標記について、以下のとおり、関係書類を添えて申請します。 

 

１．応募企業の概要 

（複数企業のグループで応募する場合は主たる構成企業を記載し、他の構成企業は別紙１に記載して下さい） 

企業名称  

代表者役職・氏名  

所在地 

（本社所在地） 

〒   -     

 

（大阪府内の活動拠点）※本社所在地と同じ場合は記載不要です。 

〒   -     

 

＜ご担当者連絡先＞ 

氏名（ふりがな） 
 

 

所属（部署名）  

役職  

所在地  

電話番号（代表・直通）  

FAX番号  

メールアドレス  

企業ホームページ URL  

業種（大分類、中分類）※ 大分類  
中分

類 
 

資本金  

従業員数  

    ※日本標準産業分類による分類をご記入ください。（例）大分類：製造業 ／ 中分類：プラスチック製品製造業 

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html 

 

様式１ 

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
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＜別紙１＞ 

応募企業の概要（グループで応募する場合の他の構成企業） 

 

No. 企業名称 概要 

１  【代表者役職・氏名】 

【所在地】 

【担当者所属・役職・氏名】 

【電話番号】 

【メールアドレス】 

【ホームページ URL】 

【業種】 

【資本金】 

【従業員数】 

   

   ※必要に応じて、欄を増やしてご記入ください。 
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２．実施事業の内容 

項目 内容 

①実施事業の名称 

■実施内容を簡潔にご記入ください。 

 

 

②実施する取組みの 

内容、概算事業費 

■万博出展に向けて行う新製品やサービスの開発等の取組みと、概算の事業費につ
い 
て簡潔にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

③実施する取組みの 

狙い 

■なぜ②に取組まれるのか、その狙いについて、貴社のビジネス（現在、今後）との関
係性を含めて、簡潔にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

④取組みを進める上 

での課題 

■②の取組みを進める上での課題について、簡潔にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

⑤取組みを進める上 

での資金確保、実 

施体制 

■②の取組みを進める上で、必要な資金確保の手立てと、実施体制として、自社に加
えて、製品やサービスの導入予定企業や、共同で開発に取組む企業・研究機関など
との役割分担を簡潔にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

⑥スケジュール 

■②の取組みについて、2024 年度までの「準備期間」、2025 年度の「万博開催
時」、「万博開催後」における展開イメージを簡潔にご記入ください。 
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応募条件に関する誓約書 

 

当社（私）は、リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】参加企業募集要項に係る 

応募に際し、下記事項について誓約します。（下記の□にチェックしてください。） 

 

 

記 

 

 

□ 「リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】参加企業募集要項」に規定する 

参加応募条件をすべて満たしています。 

 

 

□ 参加応募条件を満たしていないことが判明し失格となっても、異議を申し立てません。 

 

 

一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 様 

 

令和  年  月  日 

 

・所 在 地 

 

・商号又は名称 

 

・代表者役職・氏名（記名） 

 

 

（複数企業のグループで参加する場合は、主たる構成員が提出すること。） 



大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」
リボーンチャレンジ【バイオプラスチックでREBORN】

参加企業の募集について（たたき台）
【募集期間】令和5年1月16日（月曜日）から令和5年2月28日（火曜日）17時まで

大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn
リボーンチャレンジ認定事業

■事業の目的

2025年大阪・関西万博において、大阪府、大阪市がオール大阪で出展する大阪ヘルスケアパビリオンでは、
「REBORN（人は生まれ変われる、新たな一歩を踏み出す）」をテーマに掲げ、大阪の強みを生かしてわくわくしな
がら明るい未来を感じられるパビリオンをめざしています。
この度、パビリオン内に設けられる「展示・出展ゾーン」の具体化を図るため、万博への参加をめざすベンチャー企業、
中小企業、スタートアップ等（以下「中小企業・スタートアップ」という。）の支援事業企画（以下「リボーンチャレン
ジ」という。）として、一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会（以下「当協会」という。）では【バイオプラス
チックでREBORN】を実施し、中小企業・スタートアップの万博参加に向け取り組みます。

■主催

主催：一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会
協力：2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会、中小・スタートアップ出展企画推進委員会

■参加企業募集の主なスケジュール

令和5年1月16日（月曜日）募集開始
令和5年1月24日（火曜日）募集説明会（オンライン、14時から15時まで）
令和5年2月13日（月曜日）応募書類受付開始
令和5年2月28日（火曜日）応募書類受付締切（17時必着）
令和5年3月7日（火曜日） 審査会（予定。参加企業の応募書類審査）
令和5年3月20日（月曜日）参加企業の選定・結果通知（予定）
令和5年度中（予定） 審査会（参加企業から出展企業を選定する審査）
令和5年度中（予定） 大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」出展企業の選定・公表

■募集対象者

中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業・スタートアップであることなど、「大阪ヘルスケアパビリオン
『展示・出展ゾーン』リボーンチャレンジ【バイオプラスチックでREBORN】参加企業募集要項」（以下「募集要項」
という。）に定める募集対象者の要件を全て満たす企業・団体

■募集方法

応募書類の受付期間（令和5年2月13日(月曜日)から同年2月28日(火曜日)17時まで）内に、応募申請
書など、募集要項に定める書類をご提出ください。

■参加料

約30万円（１社あたり、税込み。） ただし、当協会の会員企業は参加料不要とします。

（※納付時期は、事業実施の過程において、随時、参加企業のご担当者あてにお知らせします。）

■出展企業の選定、出展料など

大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」出展企業は、原則、大阪府内に活動拠点を有する企業とし、当協
会が参加企業から選定します。出展が確定した出展企業は、リボーンチャレンジ【バイオプラスチックでREBORN】の
ホームページなどで広く公表されます。
また原則、他のリボーンチャレンジと重複して、１社の中小企業・スタートアップが複数回「展示・出展ゾーン」に出

展することはできません。

なお出展企業には、出展料として100万円を上限に一定の費用をご負担いただきます。

■問合せ先 一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 事務局
（電話）06-6538-6100 （E-mail）kyokai＠nishipla.or.jp

一般社団法人
西日本プラスチック製品工業協会

詳しくは、募集要項をご参照ください。URL:・・・
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令和４年１２月２６日 

 

大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」 

リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】 

参加企業等選定審査会の日程・体制について（素案） 

 

■参加企業の選定審査日程について 

・参加企業募集要項案に記載のとおり、応募企業の提出書類に基づき、標記審査会による

書類審査を行い、当協会がリボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】への

参加企業を選定します。 

・このため、審査委員の方々には、応募企業の提出書類をお送りし、書面によりご審査を 

 お願いいたします。審査方法については別途、ご相談させていただきます。 

・また応募企業には「提出書類について審査委員から意見聴取をお願いすることがある」

としていますので、以下の日程確保をお願いいたします。 

【意見聴取日時】令和５年３月７日（火）（予定） 

【意見聴取場所】四ツ橋セントラルビル（予定）（大阪市西区新町１丁目 3番１２号） 

・選定結果は、令和５年３月 20日（月）（予定）に、応募申請書に記載の「担当者連絡先」

あてに当協会事務局から電子メールで通知することとしています。 

 

■出展企業の選定審査日程について 

 ・令和５年度中に、参加企業の中から出展企業を選定し公表することとされています。 

 ・審査日程や方法などは、改めてご相談させていただきます。 

 

■参加企業等選定審査会の体制について 

 ・次の方々に、審査委員をお願いしたいと存じます。 

 職名 氏名 

委員 大阪大学大学院工学研究科 教授 宇山 浩 

委員 経済産業省近畿経済産業局  

委員 一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会  

（敬称略、50音順） 

 

 

資料９ 



大阪バイオプラスチックビジネス
推進ネットワークのご案内

■趣旨・目的
脱炭素や海洋プラスチックごみ問題の解決に寄与する、バイオプラス
チックに関心を有する企業や大学等研究機関、行政等支援機関で構成。
相互の情報交換や交流を図ることを通じて、バイオプラスチックビジネス
の推進につなげる。

■構成員
【企業】
・大阪府内をはじめとするプラスチック製品製造企業
・原材料メーカーや商社
・小売や化粧品・飲食料品などのプラスチック利活用企業
・機械設備やサービスなどのプラスチック関連企業など
【大学等研究機関】
・大学、国立研究開発法人、地方独立行政法人、公設試験研究機関など
【行政等支援機関】
・国、地方公共団体、産業支援機関など

■入会手続等
・会費無料。入会には申込書を事務局に提出。会員一覧は公表。

■設置時期
・令和5年1月（予定）

■問合せ
一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会
（所在地）大阪市西区新町1-3-12 四ツ橋セントラルビル
（電話）06-6538-6100
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大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク規約（たたき台） 

 

（目的） 

第１条 脱炭素や海洋プラスチックごみ問題の解決に寄与するバイオプラスチックについて、会員相互の情報交換や交

流を図り、もってバイオプラスチックビジネスの推進につなげることを目的として、大阪バイオプラスチックビジネス

推進ネットワーク（Osaka Bioplastic business Promotion Network(略称 OBPN)、以下「本ネット

ワーク」という。）を設置する。 

 

（会員） 

第２条 本ネットワークは、バイオプラスチックビジネスに関心を有し、前条の目的に賛同する、大阪府内に拠点を有す

るプラスチック製品製造企業や原材料メーカー・商社、小売や化粧品・飲食料品などのプラスチック利活用企

業、機械設備やサービスなどのプラスチック関連企業、大学等研究機関、行政等支援機関などを会員として

構成する。 

２ 会員は、第４条第１項に定める入会手続を有効に行った者とする。 

 

（活動） 

第３条 本ネットワークは、次の各号に掲げる活動を行う。 

(1) 会員の募集、登録、一覧の作成及び公表 

(2) 会員間の情報交換や交流 

(3) その他、本ネットワークの目的達成のために必要な活動 

 

（入会手続等） 

第４条 本ネットワークに入会しようとする者は、入会申込書（様式第１号）に必要事項を記載し、事務局に提出

するものとする。 

２ 会員は、入会申込書の記載情報を変更する場合は、速やかに変更通知書（様式第２号）を事務局に提出す

るものとする。 

３ 事務局は、入会申込書又は変更通知書の内容を確認し、入会申込又は変更通知を受け付けた旨を当該会員

に通知するものとする。 

４ 事務局は、入会申込又は変更通知内容のうち、入会企業等の名称、ホームページ及び企業等の情報欄の記載

事項は、本ネットワークの目的達成に必要な範囲で公開することができるものとする。 

５ 本ネットワークの会費（入会費、年会費）は当面の間、無料とする。 

 

（退会手続） 

第５条 本ネットワークから退会を希望する会員は、退会通知書（様式第３号）を事務局に提出するものとする。 

２ 事務局は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会させることができるものとする。 

(1) 前項の通知があったとき 

(2) 連絡を取ることができなくなったとき 

(3) 本ネットワークの目的に反する活動を行うなど、会員として不適切と認められる場合 
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（規約の変更） 

第６条 事務局は必要に応じ、規約の変更ができるものとする。 

２ 事務局は、規約の変更を行った場合は、会員に対して速やかに変更内容を通知するものとする。 

 

（事務局） 

第７条 本ネットワークの事務局は、大阪市西区新町 1 丁目 3 番 12 号 四ツ橋セントラルビル内 一般社団法人

西日本プラスチック製品工業協会に置く。 

 

（雑則） 

第８条 本規約の定めるもののほか、本ネットワークの運営に関し必要な事項は、事務局が別に定めることができる。 

 

（附則） 

 本規約は、令和５年１月○日から施行する。 

  



20221219 

 3 / 5 

 

（様式第１号） 

大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク 入会申込書 

 

一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 あて 

 

 私は、大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク規約を了承の上、規約第４条第１項に基づき、本ネットワー

クへの入会を申込みます。 

 

  年  月  日 

 

大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク登録情報 

名 称 
 

 

所 在 地 
（〒      ） 

 

代表者氏名  

連 絡 先 

（〒      ）※所在地と同様の場合は記入不要 

 

■申込者（担当者） 

【所  属】 

【職・氏名】 

(TEL) (FAX) 

E-mail： 

区 分 

プラスチック製品製造企業 ／ 原材料メーカー・商社 ／ 

プラスチック利活用企業（小売・化粧品・飲食料品など）／ 

プラスチック関連企業（機械設備・サービスなど）／ 大学等研究機関 ／ 行政等支援機関 

※該当箇所に○印をお願いします。 

ホームページ ＵＲＬ  

掲載情報 

（自己ＰＲ） 

■バイオプラスチックビジネスに関する相互の情報交換や交流を図るため、得意分野などを 

ご記入ください（事務局ホームページ等で公表します）。 

そ の 他 
 

・本申込書にご記入頂いた情報は、事務局（一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会）において、本ネット 

ワークにおける各種連絡・情報提供のために利用し、当該事業の目的以外には一切利用しません。 

・上記登録情報のうち、名称、所在地（市区町村名まで）、区分、ホームページ及び掲載情報（自己ＰＲ）に記 

載された情報は、本ネットワークの目的実現のために事務局ホームページ等で公表します。 
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（様式第２号） 

大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク 登録情報変更通知書 

 

 一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 あて 

 

 私は、大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク入会申込書の登録情報を変更しますので、規約第４条第２

項に基づき、通知します。 

 

  年  月  日  本通知書提出者 職・氏名    ・           

連絡先(TEL)                     （E-mail）                

 

             変更のあった部分のみ記入。□にチェック「レ」を入れてください。 

大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク 登録情報 

□名  称 
 

 

□所在地 
（〒      ） 

 

□代表者氏名  

□連絡先 

（〒      ）※所在地と同様の場合は記入不要 

 

■担当者 

【所  属】 

【職・氏名】 

(TEL) (FAX) 

E-mail： 

□区  分 

プラスチック製品製造企業 ／ 原材料メーカー・商社 ／ 

プラスチック利活用企業（小売・化粧品・飲食料品など）／ 

プラスチック関連企業（機械設備・サービスなど）／ 大学等研究機関 ／ 行政等支援機関 

※該当箇所に○印をお願いします。                                                   

□ホームページ ＵＲＬ  

□掲載情報 

（自己ＰＲ） 

■バイオプラスチックビジネスに関する相互の情報交換や交流を図るため、得意分野などを 

ご記入ください（ホームページ等で公表します）。 

□その他  

・本申込書にご記入頂いた情報は、事務局（一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会）において、本ネット 

ワークにおける各種連絡・情報提供のために利用し、当該事業の目的以外には一切利用しません。 

・上記登録情報のうち、名称、所在地（市区町村名まで）、区分、ホームページ及び掲載情報（自己ＰＲ）に記 

載された情報は、本ネットワークの目的実現のために事務局ホームページ等で公表します。 
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（様式第３号） 

大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク 退会通知書 

 

 一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 あて 

 

 私は、大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワークからの退会を希望しますので、規約第５条第１項に基づき、

通知します。 

 

  年  月  日  本通知書提出者 職・氏名    ・           

連絡先(TEL)                     （E-mail）                

 

名 称 
 

 

所 在 地 
（〒      ） 

 

代表者氏名  

・本申込書にご記入頂いた情報は、事務局（一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会）において、本ネット 

ワークにおける各種連絡・情報提供のために利用し、当該事業の目的以外には一切利用しません。 
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