
令和４年７月19日 

みらい企画創造部 

 報道関係者 各位 

 

「２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」カウントダウンボード 

の設置について 

 

令和７年（2025年）４月13日に開幕する大阪・関西万博の約1000日前を契機に、

全国知事会と連携した機運醸成の取組みの一環として、下記によりカウントダウンボ

ードを設置しますので、県民の皆様への周知及び取材等について、御協力くださるよ

うお願いいたします。 
 

記 

１ 設置場所 

 県庁１階ロビー  
 

２ 設置期間 

  令和４年７月19日（火） ～ 万博開幕日まで  
   

３ カウントダウンボード写真 

   
 

４．その他 

  詳細は、公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会の報道発表（別添資料） 

  を御確認ください。 

【問い合わせ先】 
みらい企画創造部企画調整課  

課長補佐 鈴木 
  連絡先 023-630-2164 
〔報道監〕 
みらい企画創造部次長 鑓水 

※万博開幕日（令和7年4月13日）の1000日前は、令和4年7月18日 
（月・祝）ですが、閉庁日のため、翌日の19日（火）から御覧いただけます。 
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2022（令和 4）年 7 月 19 日 

報道関係者各位 

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 

 

大阪・関西万博 

47都道府県等で万博開催までのカウントダウンボードを設置 

～日本全国で開幕へのカウントダウンがスタート～ 

 

             
 

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会は、全国知事会の協力を得て、全国 47 都道府県

および全国知事会、内閣官房等に、2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）が開幕する 2025

年 4 月 13 日までのカウントダウンボードを新たに設置します。 

この取り組みは、本万博開催の約 1000 日前を契機に、日本全国で機運を醸成するために行う

もので、カウントダウンボードは各都道府県等に 1 台ずつ設置されます。 

全国の皆さまに、日々、開幕が近づいていくことを身近に感じていただき、日本各地で本万博

への興味、関心を高めていきたいと考えています。 

 

記 

 

■カウントダウンボードの概要 

１．デザイン 

大阪・関西万博の公式キャラクターを掲載するとともに、本万博のブランディングを推

進するために策定したデザインシステム「EXPO 2025 Design System」を活かしたデ

ザインとなっています。開幕までの日数をカウントダウンするだけでなく、本万博のブ

ランドイメージを定着、向上していきたいと考えています。 
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２．設置場所 

主に各都道府県庁等に設置される予定です。 

※詳しい設置場所については、別紙記載の設置担当部署へお問い合わせください。 

 

３．仕様 

電子ペーパーパネル 

  （横幅 644mm×高さ 891mm×厚み 36mm 重さ約 4 ㎏） 

 

  

※本取り組みは、ハウスコム株式会社、株式会社ホープハウスシステム 2 社の広報・プロモーシ

ョン協賛として実施します。 

 

以上 

 

 

 

（問合せ先） 

 ●カウントダウンボードに関する問合せ 

  公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 地域・観光部 地域連携課 

  TEL：06-6625-8735 

 

 ●報道関係者の方の問合せ 

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 広報部 

TEL：06-6625-8654  
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全国都道府県等 カウントダウンボード設置担当部署一覧 

 

住所 問い合わせ先 問い合わせ電話番号 

北海道 総合政策部 総務課 企画係 011-204-5124 

青森県 企画政策部 企画調整課 政策調整 G 017-734-9136 

岩手県 政策企画部 政策企画課 019-629-5509 

宮城県 企画部 企画総務課 022-211-2414 

秋田県 
観光文化スポーツ部 観光戦略課 

産業労働部 産業政策課 

018-860-1462 

018-860-2214 

山形県 企画調整課 調整担当 023-630-3137 

福島県 観光交流局 空港交流課 024-521-1163 

茨城県 政策企画部 政策調整課 029-301-2030 

栃木県 総合政策部 総合政策課 028-623-2209 

群馬県 知事戦略部 戦略企画課 連携推進係 027-226-2296 

埼玉県 企画財政部 企画総務課 048-830-2125 

千葉県 総合企画部 政策企画課 043-223-2207 

東京都 政策企画局政策部渉外課 03-5388-2153 

神奈川県 総務局総務室企画調整グループ 045-210-2128 

新潟県 知事政策局政策企画課総務企画班 025-280-5958 

富山県 知事政策局 成長戦略室 戦略企画課 076-444-8916 

石川県 商工労働部 産業政策課 076-225-1509 

福井県 交流文化部 ブランド課 0776-20-0762 

山梨県 知事政策局 政策企画グループ 055-223-1553 

長野県 企画振興部 総合政策課 026-235-7018 

岐阜県 清流の国推進部清流の国づくり政策課政策連携係 058-272-8087 

静岡県 知事戦略局知事戦略課 054-221-3769 

愛知県 観光コンベンション局 国際観光コンベンション課 052-954-6373 

三重県 雇用経済部県産品振興課 059-224-2386 

滋賀県 総合企画部 企画調整課 077-528-3319 

京都府 政策企画部総合政策室 075-414-4341 

大阪府  総務企画部 企画課 06-6690-7531 

兵庫県 企画部 万博推進室 万博推進課 078-362-9257 

奈良県 知事公室政策推進課 0742 ｰ 27 ｰ 8306 

和歌山県 商工観光労働部商工観光労働総務課 073-441-2725 

鳥取県 交流人口拡大本部観光交流局国際観光誘客課 0857-26-7236 

島根県 政策企画局 政策企画監室 0852-22-5903 

岡山県 産業労働部 産業企画課 086-226-7364 

別紙 
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広島県 総務局総務課 082-513-2211 

山口県 総合企画部 政策企画課 調整班 083-933-2425 

徳島県 政策創造部万博推進課 088-621-2364 

香川県 政策部政策課 087-832-3126 

愛媛県 企画振興部 政策企画局 総合政策課 089-912-2230 

高知県 総務部 政策企画課 088-823-9332 

福岡県 企画・地域振興部 総合政策課 092-643-3220 

佐賀県 政策部 政策チーム 0952-25-7541 

長崎県 企画部 政策調整課 095-895-2032 

熊本県 企画振興部企画課 096-333-2017 

大分県 商工観光労働企画課 097-506-3215 

宮崎県 総合政策課広域連携推進室 0985-26-7402 

鹿児島県 総合政策部総合政策課計画管理室 099-286-2496 

沖縄県 企画部企画調整課 調整・北部振興班 098-866-2026 

   

全国知事会 調査第三部 03-5212-9134 

内閣官房 国際博覧会推進本部事務局 03-3519-3615 

経済産業省 商務・サービスグループ 博覧会推進室 03-3501-0289 

 


