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5.1 会場計画

• ⾃然環境ポテンシャルを⽣かし、国際園芸博覧会にふさわしい会場エリアを設定。
・市⺠の森から続く多摩三浦丘陵
・⾕や丘が緩やかに連続するパノラマ
・相沢川沿いの⾕⼾地形

（３）会場区域の設定

【会場計画で活かす環境ポテンシャル】

市⺠の森から続く
多摩三浦丘陵の
河岸段丘

南北⽅向の細⻑い河川流域により
形成された⾕や丘の微地形が東⻄
⽅向に緩やかに連続するパノラマ

相沢川沿いの平地部から緩やか
に⾼低差８ｍほどの⾕⼾地形

駅やターミナルとの接続

市⺠の森
11
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5.1 会場計画

令和２年3⽉、旧上瀬⾕通信基地跡地における「⼟地利⽤基本計画」を策定。
（４）将来まちづくりの検討状況

市⺠の森

【基本計画の概要】
◇コンセプト

・今ある緑や農地を保全しつつ、ここでしかできない新たなコトやモノを創出する
ことで、世界中のヒトやモノを惹きつける魅⼒ある空間を実現し、計画地を含む
郊外部の活性化を⽬指す

・また、国際園芸博覧会の理念をみらいに継承・発展していく
◇テーマ

郊外部の新たな活性化拠点の形成
〜みらいまで広げるヒト・モノ・コトの⾏き交うまち〜

◇⼟地利⽤の構成
・農業振興ゾーン
・観光・賑わいゾーン
・物流ゾーン
・公園・防災ゾーン

◇基盤整備の主な考え⽅
・豊かな⾃然環境をいかした⼟地利⽤の検討と、地区全体で多⽤な機能を
持つグリーンインフラを活⽤

・持続可能な都市農業を推進していくため、農業⽣産基盤の整備
・⼤規模な⼟地利⽤転換に伴う交通需要に対応するため、新たな交通の導⼊

【国際園芸博覧会との連携】
・計画地において、基盤整備の促進、国内外への地域の知名度やイメージの向上、さらには国内外の先導的なまちづくりに寄与
するため、国際園芸博覧会の開催に向けた検討を進める。

・開催後の⼟地利⽤にあたっては、計画地全体でそのレガシーを継承・発展していく。

12
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５.1 会場計画
（５）会場区域とまちづくりの関係

防災エリア
公園エリア
農業振興エリア
観光賑わいエリア
⾞両基地
物流施設

博覧会バスターミナル

会場区域
博覧会駐⾞場

地区内道路
新たな交通

※図中のまちづくりのエリアや施設は⼟地区画整理事業において検討中のもの
であり、詳細は変更していく可能性があります。

博覧会駐⾞場区域
(⻘線部)

バスターミナル
(緑線部) 会場区域

(⾚線部)

エントランス・駐⾞場
区域(⻘線部)

博覧会駐⾞場は、観光賑わ
いゾーンの事業と連携した
整備を想定（⼟地区画整理
事業の進捗にあわせ今後調
整）

博覧会区域の基盤整備
・⼟地区画整理事業（市施⾏）に

より造成、上下⽔・電気通信等
インフラ整備予定

・公園事業により園路広場、
植栽等整備予定(公園エリア)

＜整備スケジュール＞
・博覧会区域の基盤整備を⼟地区画整理事

業は 2022年頃から、公園事業(公園エリ
ア)は、2023年頃から先⾏整備予定。

・会場整備は、設計を2022〜2023年頃、
⼯事を2024年頃より着⼿を想定。

・博覧会区域は、旧上瀬⾕通信施設⼟地利⽤基本計画(R2.3)における 「観光賑わいゾーン」「公園・防災ゾーン」にまたがり設定。

博覧会区域【約80〜100ha】

※検討中のもの
であり、変更
の可能性が
あります。
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5.2 会場コンセプト
• テーマ、サブテーマを踏まえ、会場に具現化していく⽅針として「⾥⼭に培われた思想を世界へ発信 共感・共創をうみだす未来

の⾥⼭」を会場コンセプト(案)とする。

テーマ「幸せを創る明⽇の⾵景」
サブ
テーマ

会場コンセプト（案） ⾥⼭に培われた思想を世界へ発信
共感・共創をうみだす未来の⾥⼭

会場コンセプト（案） ⾥⼭に培われた思想を世界へ発信
共感・共創をうみだす未来の⾥⼭

グリーンインフラ計画グリーンインフラ計画 景観計画景観計画

 ⾃然環境ポテンシャルの活⽤
 ⾃然環境の持つ機能を賢く⽣かし、環境負荷を抑制
 ⾃然と共⽣する「農」の営みの体現
 ⾃然の恵みを分かち合うコミュニティの体感

 多様な主体の共創を⽣み出す空間づくり
 花き・園芸・農業への先端技術導⼊の実証実験場
 伝統的な知恵を未来へ受け継ぎ、次世代の新しい

ライフスタイルとして具現化

緑や農による共存
Co-existence

⾃然との調和
Co-adjustment

⾃然との調和
Co-adjustment

連携による解決
Co-operation

新産業の創出
Co-creation

⾃然と⼈とが共⽣してきた⾥⼭に蓄積された知恵や
⼈が関わる仕組みを重視

会場構成会場構成

⾃然からの視点 ⼈からの視点グリーンインフラ
グリーンコミュニティ

14
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5.3 グリーンインフラ計画
博覧会におけるグリーンインフラの考え⽅
• ⾝近な⾃然に関わることで環境に適応し、安⼼できる未来のライフスタイルを⽀えることを⽬指した

「⼈間と⾃然が共存する持続的な資源循環を内包する仕組み」として捉える。
• その展開にあたっては、従来のグレーインフラを補完し様々な公益的機能をもたらす緑地空間として

存在効⽤（ハード）と利⽤効⽤（ソフト）の両⾯のあり⽅を提⽰していく。

①サーキュラーエコノミー（循環型経済）の構築
 伝統的な⾥⼭の知恵を受け継ぎつつ、先端技術を応⽤した再⽣循環

型の会場を構築
②リバビリティ（快適性）によるコミュニティ形成
 地球規模の⼤規模災害や感染症拡⼤などを背景に、⾃然との共⽣の

重要性が⾼まっていることを踏まえ、⼈と⾃然が関わることで⽣まれる交
流（グリーンコミュニティ）のあり⽅を提⽰

③ウェルビーイングの形成
 デジタル化がより⼀層進むことによって増⼤するストレスリスクを軽減するた

め、⾝近な⾃然との関わりを紡ぎ直すことによる安全で安⼼な働き⽅や
暮らし⽅を提⽰

【⾃然と⼈間の視点から⾒るグリーンインフラの考え⽅】

【グリーンインフラの展開⽅法】

⼈間の持続的な関与
⼿⼊れ

⾃然の成⻑・復元⼒の最⼤化
環境負荷の最⼩化

利⽤効⽤
⽣きがい、達成感

存在効⽤
⽣態系サービスの享受

ソフトの
展開例

・花や緑の維持管理を通した交流
・アスレチック、キャンプなどの⾃然体験の場の創出
・農のある暮らし・農業体験・収穫体験
・⽔辺を⽣かしたイベントによる交流 等

ハードの
展開例

ランドス
ケープ

・⾬⽔や再⽣⽔の潅⽔利⽤
・樹冠遮蔽・バームによる樹⽊遮⾳や遮蔽
・シードバンク（⼟壌の利活⽤）
・植物廃棄物のコンポスト化・再利⽤
・⾕⼾・⾥⼭地形の保全

建築
（屋外との
つながり）

・夏期の暖気排気と冬期の暖気循環
・ゼロエネルギー建築
・グリーンカーテン・解体資材の再利⽤
・間伐材の利活⽤
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・河川の窪地を活⽤した⽥圃や畑、それらを取り
囲む雑⽊林など⼈と⾃然が共⽣する⾵景の再⽣

・時間帯や季節によって変化する⾃然を活かした
会場景観の演出

・出会い、交流、発想につながる屋内外の共有
空間（縁側、軒下、⼟間等）や共同作業の充実

・⽇本家屋を参考としつつ、CLT等の⽊材利⽤、
仮設建築による可変性、多機能化・コンパクト
化

（１）基本的な考え⽅

5.4 景観計画（ランドスケープ・建築）

①⼤平原の眺望や農のある上瀬⾕でしかできな
い⾃然特性を活⽤

②⽇本の⾥⼭⾵景、⽇本庭園に代表される伝統
的思想を取り込み

③四季の移り変わりや朝⼣の時間ごとに表情を
変える景観を視認できるよう、動線に⾼さが
異なる多様な視点場の設置

④歩く楽しみや新たな移動⼿段により⾵景の発⾒
を喚起し、移動⾃体を楽しむ

⑤花の持つ魅⼒を最⼤限に引き出し、鑑賞に限ら
ない花や⽊、緑の⾹りなどの要素も含めた五感
で感じる景観づくり

また、建築が果たす役割は、共創が⽣まれ育つ
集いの場づくりや、主役である花・みどりや農の
営みを⽣き⽣きと美しくみせるための⾵景の⼀体
感を重視し、国際園芸博覧会の記憶が将来のまち
づくりに確実に継承され、地域に根差した資産に
なることを⽬指す。

（２）具体的な展開例

16
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5.5 会場構成

区分 施設名称 想定規模 想定規模の考え⽅

屋外庭園等

公式参加（国際出展）庭園 30,000〜50,000㎡ ⼤阪花博実績（53ヶ国34機関︓50〜2,500㎡/
区︓平均約500㎡)から想定

国内出展庭園・
企業団体出展庭園 60,000〜70,000㎡ ⼤阪花博実績(協会37,000㎡、他60,900㎡)、

浜名湖花博実績(45,000㎡)より想定

⽇本庭園 7,000〜10,000㎡ ⼤阪花博実績(約16,000㎡）を参考に借景となる
瀬⾕市⺠の森との位置取りから想定

・開催前より、会場近隣の圃場および会場区域で試験植栽を実施。開花時期、管理⽅法や適性を把握。
植物ストックヤード

検疫関連施設

保税関連施設

試験植栽圃場

・500万株を超える植物（参考︓浜名湖花博501万株）を計画的に植替え作業を⾏うために、会場内
または近隣に植物ストックヤード（会場内約2ha+会場外約1ha）の設置。

・海外からの動植物の出展物等について、国が⾏う病害⾍の検査などを実施する施設整備や検疫体制の協⼒。

・公式参加国に対する関税優遇措置を⽬的とした「保税展⽰場（海外出展エリア）」の設定。
・⼊荷貨物の⼀次保管を⾏う保税留置場の設置。

（１）国際園芸博覧会を彩る庭園等
• 花や緑を主役とする国際園芸博覧会では、屋外における庭園や花壇が会場を構成する重要な要素であり、

花き園芸産業、農業、造園業をはじめ様々な参加者による出展庭園等を想定。
• ⼤量の花苗等の植物を扱うため、管理運営上、必要な施設を整備。

17
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・AIPH規則、過去の国際園芸博覧会における実績、運営上の必要性を鑑み、数や想定規模を設定。
・環境負荷低減や建設費縮減の観点から多機能複合化、コンパクト化、３Rを積極的に図る。

区分 施設名称 想定規模 想定規模の考え⽅
展⽰施設 ⺠間出展展⽰施設 18,000〜24,000㎡ 過去博を元に６棟程度を想定

メイン展⽰施設※ 10,000㎡ ⼤阪花博メイン展⽰施設
床⾯積10,500㎡

国際展⽰施設（コンペティション会場） 4,250〜6,700㎡ ⼤阪花博展⽰施設
3棟 床⾯積計9,863㎡

国内展⽰施設（コンペティション会場） 3,000〜5,000㎡ ⼤阪花博咲くやこの花館
床⾯積6,890㎡

催事施設 ⼤催事施設(3,000⼈規模) 8,000㎡ 愛知万博⼤ホール
8,030㎡、3,032⼈収容

⼩催事施設(400〜500⼈規模) 1,000〜1,500㎡ ⼤阪花博中ホール
1,700㎡、500⼈収容

屋外催事広場（⽂化芸術、国際交流等イベント会場） 18,000㎡ 過去博を元に想定
サービス
施設 診療所、案内所、各種サポート 等 4,000〜6,000㎡

過去博を参照運営施設 運営本部、倉庫 等 15,000〜20,000㎡
物販飲⾷

施設 飲⾷物販施設 16,000㎡

5.5 会場構成
（２）展⽰等の施設

※政府出展も想定
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