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7．会場運営・管理計画

環境管理（園地管理）

植物調達

会場運営・管理⽅針

来場者へのホスピタリティ

来場者サービス

警備・セキュリティ

清掃リサイクル

消防・防災

救急・医療

暑さ対策

会場内外物流

検疫

• 来場者への配慮︓安全性、利便性、快適性
• 事業運営への配慮︓防災性、効率性、実現性

• 晴⾬寒暖を踏まえた接客、会場内移動の快適性に配慮

• 会場までの輸送も含め、楽しい雰囲気の中で⾒学、体
験ができるサービス

• 世界の宗教・⽂化や個⼈の多様なニーズに応えるきめ細
かいサービス

• テロ関連︓シャトルバス・⼊場ゲート、会場上空、VIP、
サイバー空間等

• テロ以外︓偽造チケット、園地荒らし、スリ・盗難、違法
撮影等

• 閑散期清掃（夜間）・繁忙期清掃（ゴミ・トイレの美観
を維持する対応）

• ３Rに加えた新たな取組みの検討

• ⽕災・災害発⽣時における安全優先の対策、周辺都市の
消防との連携

• 会場内で想定される事故・ケガ別の対処⽅法の検討
• 緊急時の初動処置、救急搬送先の確保等の体制の構築

• 混雑する場所の暑さ対策
• 空調設備に加え、緑化・打ち⽔などを活⽤した暑さ対策

• ボランティアや来場者、福祉との連携など、様々な主体が植物の
維持管理作業に参加できる体制の構築

• 実習した技術をソフトレガシーに継承

• 博覧会で使⽤する植物は、市場流通品と異なる規格や、⼤規
模かつ⼀時に集中するため、計画的な⽣産体制と⽣産過程の
チェック体制を構築

• 関係機関と調整を⾏い、物流費の負担、保税展⽰や保税留置
場等の制度設計を検討

• 国内外経路・場内輸送・保管・廃棄の貨物量推定を⾏い、必
要な物流運営体制の検討

• 国際博覧会条約に基づく会場での検疫等を、植物防疫所など
の関係機関と連携した体制を構築
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8.1 輸送計画（会場までのアクセス）

【空路・海路】
• 空路は⽻⽥空港・成⽥空港からのアクセスを想定。
• 海路は横浜港（⼤さん橋ふ頭や新港ふ頭など客船ターミナル）を想定。

【主要都市からのアクセス】
• 新幹線アクセスは新横浜駅利⽤が主となることを想定。

また、2027年の開業を⽬指すリニア中央新幹線の整備が進捗。
JR横浜線橋本駅周辺に新駅を計画、新横浜までのアクセス性が⾼い。

• ⾼速道路は、⾄近の東名⾼速道路横浜町⽥ICがあり、⾸都圏からも
圏央道などの交通ネットワークにより広域からの利便性が⾼い。

【鉄道】
• 近隣の駅として、南側約2㎞に「瀬⾕駅」や「三ツ境駅」、北側約2㎞

に「南町⽥駅」。
• 会場周辺を囲む形で複数の路線があり、周辺駅からのアクセスを想定。
【道路】

• 東名⾼速道路及び保⼟ヶ⾕バイパス、国道246号、⼋王⼦街道、
環状4号線、中原街道などの幹線道路が計画地周辺にある。

【会場駐⾞場】
• 会場に隣接して団体バス、障がい者、⾃家⽤⾞の駐⾞場を整備。
• 会場から概ね10㎞圏内に会場外駐⾞場を整備、「パーク＆ライド」を

導⼊。

（１）海外及び主要都市からのアクセス

（２）会場周辺のアクセス

計画地

南町田駅

国道246号

三ツ境駅瀬谷駅
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8.2 輸送計画（上瀬⾕周辺の整備）

【旧上瀬⾕通信施設跡地における将来まちづくりに合わせた基盤整備計画】

• 周辺道路の拡幅、新規整備や新たな交通などの計画が進んでおり、博覧会の開催にあわせ活⽤する。

⼋王⼦街道

地区内道路①

地区内道路②

環状４号線

新たな交通

三ツ境下草柳線等

事業の
種類 概要 凡例

都市計画
道路の
整備

・⼋王⼦街道の拡幅
・三ツ境下草柳線等の整備

⼟地区画
整理事業

・環状4号線の拡幅
・地区内道路①、
及び、地区内道路②の整備

新たな
交通

・相模鉄道「瀬⾕駅」から
新交通システムの整備
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⾃家⽤⾞

約39%
約5,800,000⼈

団体バス

約23%
約3,500,000⼈

公共交通

約35%
約5,200,000⼈

徒歩・⼆輪
約3% 約500,000⼈

8.3 輸送計画（輸送アクセス検討）

• 会場の⽴地特性をふまえ交通⼿段の分担率を想定。
• 幹線道路等の利便性が⾼いことから、⾃家⽤⾞での来

場者が多くなる傾向にある。
【交通⼿段の分担率及び⼿段別来場者数】

交通機関別⼊場者数

⾃家⽤⾞ 団体バス 公共交通 徒歩⼆輪 総⼊場者

⼈数 台数 ⼈数 台数 ⼈数 ⼈数 ⼈数

平⽇
平均 約24,700⼈ 約8,240台 約18,000⼈ 約510台 約24,100⼈ 約2,000⼈ 約68,900⼈

休⽇
平均 約46,100⼈ 約15,360台 約21,800⼈ 約620台 約39,400⼈ 約3,300⼈約110,500⼈

【交通⼿段別の平⽇・休⽇来場者数】

（⾃動⾞）
• ⾃家⽤⾞の需要に対応するため、会場に隣接して約7,000台

（団体バス・障がい者⽤含む）の駐⾞場を整備。
• また、周辺道路渋滞の発⽣、緩和をはかるため会場外駐

⾞場も整備し、「パーク＆ライド」を実施。

【具体化検討の視点】
○会場外駐⾞場の活⽤を促し⾃家⽤⾞の分散を図ることで、

会場周辺の渋滞発⽣の影響を最⼩限にできる。
⼀⽅で多客⽇には駐⾞場出庫時の混雑が想定されるため、迂回
路の設定など更なる対策について関係機関と協議していく。

（公共交通）
• 新たな交通の活⽤とともに、複数の鉄道駅に囲まれた特性

を活かし、会場周辺の各駅からのシャトルバスによる
輸送を基本。

• シャトルバスについては、会場周辺駅、ターミナル駅、
広域交通（空港・新幹線駅）など９箇所を想定。

【具体化検討の視点】
○各駅の発着場数の設置については、１〜４バースと対応

可能な規模と試算。
○今後、関連輸送事業者や施設管理者と調整を進め、効率

化・速達性の視点から更なる検討を進める。

（１）来場者の交通⼿段について （２）輸送アクセス(案)

※今後、交通事業者等との協議により変わる場合がある。
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【会場計画】滞在エリア＝約32ha

《ケーススタディ》 総来場者の検証
【会場演出】
⾃然価値を⽣かし「⼈と⾃然の共⽣」を幸せの⾵景

（シーン）として演出。
・花き、園芸の祭典にふさわしいシンボリックなガーデン
・上瀬⾕の原⾵景を五感で感じる⾮⽇常の雰囲気

【総来場者1,500万⼈の分析】
→1⽇の来場者（設計基準）約15万⼈/⽇

(総来場者の約1％)
（1⽇の⼊退場モデル）

・⻘い線︓1時間あたり⼊場者数
・⾚い線︓1時間あたり退場者数
・緑の線︓会場内の滞在者数
※ピークは1⽇の総来場者の

約70％（推計）

＝10万⼈以上が会場に⼀時集中
開催時間

来
場
者

ピーク
約70％

◇総来場者について検証
【海外の事例】
・2022年 オランダ(アルメレ) 約60ha  約200万⼈想定
・2023年 カタール(ドーハ) 約170ha 約300万⼈想定

【会場計画と混雑度（密度）の関係】
左図約32haと混雑度（密度）から、総来場者を検討
・適度な空間の確保→4.00㎡/⼈（100㎡あたり25⼈）

【輸送アクセスからの視点】
・1,500万⼈を前提に道路(交差点)や各駅の影響を検証し、
平⽇、休⽇平均で⼤きな渋滞は発⽣しないが、特異⽇では
渋滞や混雑等も想定。

・総来場者数を抑えると道路等への負荷が軽減されるため
円滑なアクセスにつながる。

【まとめ】
・⾃然ポテンシャルを⽣かしたテーマを体現する最適な
空間のあり⽅

・来場者の円滑な移動や会場へのアクセス向上の検討
・デジタル(バーチャル)や連携事業など、博覧会への「参加」の
あり⽅

など、総来場者について、更なる検討を進める。

4.0㎡/⼈
最⼤滞留者数 80,000⼈
1⽇の来場者数
(設計基準) 約112,000⼈

総来場者 約1,120万⼈

【2020.12.7】
・会場区域︓約80ha
・有効⾯積︓約32ha
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9．情報基盤計画
• 博覧会の⽬的達成に向け、円滑な運営と参加者の体験を⽀える⼟台として、ICT（情報通信技術）を活

⽤する。
• 展⽰出展計画、会場計画等の各計画において、ICT活⽤の検討を進める際には、安全性・効率性・利便

性・エンターテイメント性・先進性の視点で総合的に判断する。

安全性

効率性

エンターテイメント性

先進性

法令等の必要なルールを遵守し、
利⽤者に安⼼安全を提供できるか

限られた資源（ヒト・モノ・カネ）の
有効活⽤に寄与するか

気づきや⾯⽩さを提供し、
楽しみながら⾏動変容を起こせるか

最先端の技術で、利⽤者に未来や
新しい体験を提供できるか

利便性 利⽤者にストレスなく、
快適な体験を提供できるか

ICT活⽤の検討に必要な視点ICT活⽤の例

廃棄物や電⼒使
⽤状況の⾒える化

植物維持管理の
⾃動化、省⼒化

博覧会アプリを⽤
いた会場周辺の

回遊促進

VR/ARを活⽤し
た展⽰

会場の混雑状況
予測

個⼈属性に応じた
サービス提供（展
⽰・体験・飲⾷の
レコメンド等）
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10.1 組織

• 開催組織は、2021年秋以降の設⽴を想定。

• 設⽴当初は「⼀般社団法⼈」を想定し、公益法⼈化を⽬指す。

• 2027年の開催に向けて⼗分な準備体制を段階的に構築する。

• 花き、園芸、農業など国際園芸博覧会ならではの専⾨的なセクションを設置する。

• 過去博の組織体制を参考にしつつ、効率的・効果的な、未来志向の組織運営体制を構築する。

広報・国際
総務

2021年度 2027

総務

2028

危機管理
植栽・警備
管理・運営
広報・国際
総務

植栽・交通・輸送
事業・出展・会場建設
広報・国際
総務

開催組織設⽴ 開催年 開催後
〜開催準備期間〜

（１）組織計画の基本的な考え⽅

（２）組織計画のイメージ
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• 会場建設費の財源は、国、地⽅⾃治体、⺠間の負担を想定（負担割合は今後調整）。
• ⽀出費⽬には、出展関係建設費、サービス・管理施設整備費等があるが、国際園芸博覧会の特⾊としては

緑地修景等の費⽤が⾒込まれる。
• ICT関係（通信・電気設備等⼯事）の費⽤が必要。

⼤費⽬ 主な内容

基盤施設整備費 会場の基盤となる敷地の造成⼯事、道路・歩道・広場等の舗装⼯事、緑地修景 等

基盤設備整備費 電気給排⽔⼯事、⾬⽔排⽔、通信・電気設備等⼯事(ICT関係のソフト含む)の整備 等

輸送関係費 エントランス⼯事(ゲート内・前広場)、バスターミナル、タクシー乗り場、発券所 等

パビリオン建設費 国際展⽰館、テーマパビリオン(屋内・屋外)、屋内花展⽰、屋外花展⽰の整備費 等

出展関係建設費 各国出展エリア、⺠間出展エリア等の整備費 等

サービス・管理施設整備費 サービス施設(トイレ、インフォーメーション、救護室、郵便局等)、管理施設(管理棟、警護施設、清
掃施設等)、什器備品等の整備費 等

営業施設 飲⾷施設・物販・サービス施設等の整備費(A⼯事費のみ) 等

会場内演出整備費 環境演出(⾳響、照明、暑さ対策等)、サイン関係(サイン、バナー等) の整備費 等

計画・設計費 会場計画の検討費や設計・⼯事監理費 等

解体撤去費 仮設施設の解体撤去費 等

• 資⾦計画は、「会場建設費」及び「運営費」から構成される。
（１）会場建設費の構成費⽬

10.2 資⾦計画
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• 本博覧会では、⼊場料収⼊が中⼼となる想定をしているが、今後の社会情勢等に応じて、出展料収⼊（主
に企業出展）等について精査する必要がある。

• 運営費としては、事業運営費、会場管理費、観客対策費、広報宣伝費等を想定するが、花苗の植え替え費、
庭園・花壇の維持管理費、栽培員の⼈件費、光熱⽔費等の割合が⾼くなる傾向がある。

• 多様な主体の参加と共創による博覧会とするため、共創に係るコーディネートやマネジメントに要する費⽤が想
定される。

― ⼤費⽬ 主な内容

収⼊

博覧会事業収⼊ ⼊場料収⼊、出展料収⼊、共創事業収⼊、営業権利⾦収⼊、売上納付⾦収⼊ 等

付帯事業収⼊ シンボルマーク使⽤料収⼊、供給処理施設使⽤料収⼊、協賛広告収⼊ 等

その他収⼊ 協賛⾦収⼊、駐⾞場利⽤収⼊、運賃収⼊、宿舎等使⽤料収⼊ 等

⽀出

会場運営費 会場運営管理費(会場内の輸送システム・警備・緊急救護・消防等)、施設管理費(供給処理施設の維持管
理 等)、花・樹⽊の維持管理費、来客対応、案内サービス費 等

事業運営費 国内・海外出展対策費、AIPH・BIE関連事業費、テーマ展⽰・普及費、⾏事・催事費、共創事業費、場内
営業管理費、広域展開費 等

観客対策費 ⼊場券関係対策費、観客対策費 等

広報宣伝費 国内・海外広報費、報道対策費 等

管理関係諸費 諸給与費(協会直接雇⽤の費⽤)、⼀般管理費、AIPH・BIE納付⾦、⽀払利息 等

その他 輸送関係費⽀払利息、予備費、（特別会計拠出⾦） 等

（２）運営費の構成費⽬

10.2 資⾦計画
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（3）過去博における運営費の⽐較

⼤阪花博（実績） 淡路花博 愛・地球博（実績） 横浜園芸博（想定）
来場者数 2,313万⼈ 695万⼈ 2,205万⼈ 1,500万⼈
総収⼊ 594億円 228億円 899億円 約357億円
博覧会事業収⼊ 94.9% 93.1% 76.6% －

うち⼊場料収⼊ 82.9％ 60.8％ 68.8％ 70.0％
うち出展料収⼊ 3.2％ 17.4％ 0.1％ －

付帯事業収⼊ 5.1% 2.2% 4.1% －
その他収⼊ ― 4.7% 19.3% －

うち協賛⾦収⼊ － － 9.8％ －

• 収⼊は、過去博から⼊場料収⼊の割合を7割、有料⼊場者を1,000万⼈、⼊場料を平均2,500円と仮定。
運営費（収⼊）

※ ⼤阪花博は別途、特別会計事業による収⼊（駐⾞場、シャトルバス事業等収⼊）がある。
淡路花博の出展料収⼊は施設参加収⼊等を含む。

10.2 資⾦計画

運営費（⽀出）

※ ⼤阪花博の「その他」には、駐⾞場、シャトルバス等輸送費を含む

• 淡路花博の⽀出費⽬割合を⽤いて算出すると以下のようになるが、今後、国内で開催された園芸博の収⽀構造を踏まえ、
さらに精査していく。

⼤阪花博
(計画改定時)

淡路花博
（実績）

愛・地球博
(実績)

横浜園芸博
（想定）

来場者数 2,313万⼈ 695万⼈ 2,205万⼈ 1,500万⼈
会場⾯積 140ha 96ha 173ha
⼊場料 2,990円（⼤⼈） 2,900円（⼤⼈） 4,600円（⼤⼈） 2,500円（平均）

【⽀出】(億円)
会場運営費 176.8 33% 38.6 28％ 178.0 28% 100.0
事業運営費 108.8 21% 37.3 27% 93.0 15% 96.4
観客対策費 41.8 8% 30.2 22% 71.0 11% 78.5
広報宣伝費 33.0 6% 13.2 10% 124.0 20% 35.7
⼀般管理費 123.8 23% 17.7 13% 166.0 26% 46.4

その他 46.1 9% ー ー ー ー －
530.3 億円 137.0 億円 632.0 億円 (仮定) 約357億円
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11．リスク管理計画
（１）リスク管理の⽬的

（２）想定されるリスクの抽出
リスク分野 事象
社会リスク ⾵評被害、国際紛争、集団感染症・⾷中毒、テロ・犯罪 等
事業管理
リスク

【開催前】
造成⾏為・建設⼯事遅延、調達・物流障害、参加招聘不調、
運営⼈材不⾜、チケット販売不振 等

【開催中】
会場内混雑、交通混雑、式典運営不備、宿泊施設不⾜ 等

【開催後】
出展撤退遅延、移設先調整不備 等

⾃然災害
リスク ⼤規模⾃然災害、猛暑、暴⾵⾬、地盤沈下 等

情報管理
リスク 情報漏洩、システム障害・故障、サイバー攻撃 等

財務リスク スポンサー撤退、財務上の問題 等
事故・故障
リスク ⽕災、停電、断⽔、設備不具合・故障、設備不具合・故障 等

遺伝資源
リスク 出展品の盗難による違法商業利⽤、⽣物多様性条約に反した海賊

品の使⽤、出展植物の逸脱による国内遺伝⼦攪乱

（３）組織のあり⽅（案）

組織のあり⽅は下図のとおり。必要に応じて政
府をはじめ県、市などとの連携を図る。

本園芸博の運営の基本は、来館者やスタッフの安全確保を第⼀とすることであり、想定されるリスクを抽出し、
適切に対応することが重要である。この視点によるリスク管理の⽬的は次のとおり。

①事業全体の円滑な推進、②安全・安⼼の実現、③危機的事態への迅速な対応

リスク管理委員会（仮称） 外部機関

●●部

××課

××課

リスク担当者

●●部

××課

××課

リスク担当者

●●部

××課

××課

リスク担当者

… … …

リスク全体を統括する統括機関

協会の組織体制をベースとした事務局機関

（イメージ図）
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12．レガシー計画

• 博覧会のレガシーは、テーマの実現に向けた博覧会のプロセスの中で紡がれ、未来に繋がっ
ていく。

• 計画の段階から、テーマの展開により想定されるレガシーの⽅向性を描きながら、博覧会の
プロセスを通じてレガシーを結実させていく。

将来まちづくり

新たなライフスタイル

花き・園芸・農業
の発展

共創の普及

新たな価値の創出

グリーンシティの展開⼈材教育・育成 公園施設の
共創による活⽤

花き・園芸⽂化
の定着

グリーンインフラ
モデルの発信

（１）博覧会のプロセスを通じたレガシーの結実

（2）テーマを展開するレガシーの⽅向性

普遍的価値の再定義

意識変容
⾏動変容

• 博覧会の開催前〜開催〜開催後を通した共創により、「参加者⾃らが作った博覧会」という
意識を醸成し、共創の熱意や、意識変容・⾏動変容に繋げる。

• 共創による取り組みが、博覧会が⾏われたことを象徴する公園施設やアートなどを有効活⽤
しながら継続・発展されていくことや、⽇本・横浜をモデルとしたグリーンシティの展開な
ど、レガシーの⽅向性を想定しながら、本博覧会のプロセスを進める。

40
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次回の検討内容

第１回・第2回
検討会の
取りまとめ

1. 基本認識
2. テーマ・サブテーマ・

事業コンセプト
3. 参加⽅針
4. コミュニケーション計画
5. 会場計画
6. 展⽰・⾏催事計画
7. 会場運営・管理計画
8. 輸送計画
9. 情報基盤計画
10. 組織・資⾦計画
11. リスク管理計画
12. レガシー計画

基本認識、サブテーマ、
事業コンセプト等を中⼼
に議論

第１回⽬検討会で議論し
たサブテーマ・事業コン
セプト等から具体的な⽅
針を提⽰

第１回、２回での
議論を踏まえ、
計画市案取りまとめ

第１回⽬ 第２回⽬（本⽇） 第３回⽬（２⽉）

1. 基本認識
2. テーマ・サブテーマ・

事業コンセプト
3. 参加⽅針
4. 事業運営計画
5. 会場計画
6. コミュニケーション計画
7. 輸送計画
8. レガシー計画
9. 事業費・事業スケジュール




