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はじめに 

 

 横浜市は、国際的な園芸文化の普及や花と緑のあふれる暮らし、地域・経済の創造や社会的な課題

解決等への貢献と、農業振興と都市的土地利用による郊外部の新たな活性化拠点形成の推進を目的と

して、国際園芸博覧会の招致を進めてきた。 

2017 年度には、有識者により構成される附属機関「旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会招致

検討委員会」による検討及び市民意見募集等を経て、市として「旧上瀬谷通信施設における国際園芸

博覧会基本構想案」を取りまとめた。 

これを基に、2019 年度には国際園芸博覧会開催の承認主体である国際園芸家協会（AIPH）に対し、

市として 2027 年横浜における開催申請を行い、国による有識者検討会「国際園芸博覧会検討会」にお

ける検討を経て政府の支持を受け、A1 クラスとしての開催が承認された。 

本計画案は、市として作成し、国による「横浜国際園芸博覧会具体化検討会」の意見を踏まえて、

取りまとめたものである。 

今後は、2021 年度に設立予定の博覧会開催主体（2027 国際園芸博覧会協会（仮称））が作成する博

覧会基本計画に基づき、2022 年に政府から博覧会国際事務局（BIE）に対し認定申請を行うこととし、

引き続き国と調整を行い、本計画の具体化を進めていく。 
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 開催概要 
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 開催概要 

・テーマ    幸せを創る明日の風景  ～Scenery of The Future for Happiness～ 
 
・開催場所   旧上瀬谷通信施設（横浜市） 
 
・開催期間   2027 年３月～９月（６か月間） 
 
・参加者規模  1,500 万人以上を想定 

（ICT 活用や広域・地域連携などの多様な参加形態を含む） 
（有料来場者数：1,000 万人以上を想定） 

 
・博覧会区域  約 100ha 
 
・開催組織   2027 国際園芸博覧会協会（仮称）（以下「博覧会協会」という。） 
 
・開催事業費  会場建設費    240 億円（情報通信基盤等は含まない） 
        運営費      360 億円 

 開催地域の概要 

旧上瀬谷通信施設は、横浜市郊外部（旭区・瀬谷区）に位置し、2015 年に米軍から返還された約 242ha
の広大な通信施設跡地である。東名高速道路横浜町田ＩＣに近く、複数の鉄道路線に囲まれているなど

交通の利便性も高い。長年にわたり通信施設として土地利用が制限されてきたことから、貴重な自然資

本として広大な農地や平坦な草原、河川沿いの谷戸地形などが残っており、また周辺には市民の森とし

て市民に親しまれている樹林地が存在する。地域内で営農が継続されており、直売所など地産地消の取

組が盛んであるほか、行政と自治会や地元団体等が連携した区民フェスティバルの開催など、地域住民

の積極的な交流が存在している。 
2020 年３月には、「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画」を策定し、郊外部の新たな活性化拠点の形

成をテーマに新たなまちづくりが進められている。 

 開催時期・期間 

開催期間は、2027 年３月〜９月とし、本市において継続的に取り組んでいる花や緑のイベントとの連

携や、桜、チューリップ、横浜市の花であるバラ等をはじめとし、代表的な花の開花時期等を考慮し設

定している。詳細な日程については引き続き検討していく。
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 2027 年に向けた時代認識 
地球温暖化の進展や生物多様性の減少といった世界規模の環境問題、食料問題の深刻化、都市部への

人口集中等、国内外の様々な社会的、経済的課題が顕在化する今日、各国で SDGs の達成に向けた取組

が進められるなど、持続可能な社会を実現しようとする動きが加速している。 
国内では、頻発・激甚化する自然災害への対応、人口減少地域における生活支援サービスやインフラ

の維持、中山間地域の農地の荒廃等が課題となっている。 
一方我が国では、古来から自然との関係性の中で自然環境が持つ多様な機能を暮らしに活用する豊富

な知恵や文化が培われてきた。今こそその価値を再評価し、持続可能な社会の実現のために活かすこと

が必要である。 
日本有数の大都市圏を形成する横浜では、都市間競争の激化や、生産年齢人口の減少による税収減な

どが今後の都市経営における課題となっている。次なる成長戦略として、郊外部の持つ緑豊かな自然環

境などのポテンシャルを活かし、持続的な活力再生に向けた新たな産業を創出していくことが求められ

ている。 
また、情報通信技術の革新により、働き方や暮らし方を変える基盤が普及しつつある中で、豊かさや

幸せに対する価値観も変わってきており、デジタル化する社会の中で人は本能的に自然を求め、花・緑・

農が持つ力の重要性が高まっている。 
2020 年には COVID-19 の世界的な感染拡大が起こり、自然とふれあうことの喜びや楽しさ、人と人と

のつながりの大切さを再認識する傾向が一層高まり、地元や近隣地域へのマイクロツーリズムや公園の

日常的利用、地元産品への志向など、我々を取り巻く社会環境及び人々の価値観が変化している。 

 開催意義等 

 開催意義 

(1) 国としての開催意義 

 

 ①通信施設跡地の返還とまちづくり 

・首都圏にある広大な敷地であり米軍の通信基地として開発が抑制されてきた歴史を有する旧上瀬

谷通信施設が、国際園芸博覧会という花と緑の祭典を契機に、平和で持続可能な土地利用に転換

されるとともに、博覧会の意義、成果をレガシーとして継承し、世界に発信する役割を担うこと

は大きな意義がある。 
 

②Society5.0 の展開 

・日本における国際園芸博覧会は、当該分野の国内外の先端技術が一同に会することで世界からの

知恵を得ながら、新技術を活用した水や緑の都市空間を国内外に発信し、日本における Society5.0 
の展開を加速させるとともに、農業・食料生産、環境・気候変動等様々な課題について、Society5.0 
が実現した社会のあり方を考える機会となり、より社会を進化させるプロセスともなり得るもの

である。さらに、新しい技術等を活用し、博覧会会場のみならず会場外から博覧会に参画できる
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機会の実現等、Society5.0 がもたらす新しい博覧会や新しい体験の提案も期待できる。 
 

③グリーンインフラの実装 

・横浜における国際園芸博覧会は、旧上瀬谷通信施設において、国際園芸博覧会の開催とその後の

まちづくりを通じてグリーンインフラを実装し、自然地形を活かした空間の形成やリダンダンシ

ーの確保、エネルギーの地域内循環等を実現することは、グリーンインフラの概念に基づく持続

可能な都市開発のモデルを示すものとなる。 
・また、大阪花の万博を契機として花のまちづくりが全国に広がったように、国際園芸博覧会は全

国にグリーンインフラを普及させるための起点となるものである。全国的に緑地、農地等の自然

環境の積極的な保全・活用が拡大することで、ひいては、自然との共生等を促進する効果を有す

る適切な国土管理を実現するものである。 
 

④花き園芸文化の振興等を通じた農業・農村の活性化 

・日本における国際園芸博覧会は、日本産花き輸出の拡大に加え、日本および世界の花き園芸と農

業の知識と技術が集まり、国民に花き園芸及び農業・農村の価値が再認識され、共有されること

で、花き園芸の振興、さらには、持続可能な農業・農村の実現に資するものとなる。 
 

⑤観光立国や地方創生の推進 

・日本における国際園芸博覧会は、国内外の様々な地域、企業等から都市における花と緑のあり方

が示され、日本の各地域が新たな知見と技術を得て、世界の人々が訪れたくなる、花と緑豊かな

都市の形成を一層推し進める契機となる。 
・近年の観光で注目されるエコツーリズム、アドベンチャーツーリズムを促進するとともに、博覧

会を通じた国内各地への誘客によって地方創生にも大きく寄与するものである。 
 

⑥SDGs の実現による日本モデルの提示 

・大阪・関西万博の２年後に開催する国際園芸博覧会は、大阪・関西万博のテーマ、レガシーを継

承し、人と自然との関係性の中から、幸福な生き方をより具体的に示す場となり得るものであり、

自然との関わりの蓄積が豊かで地球環境時代に先導的役割を果たすと考えられる日本の未来の

姿を想起するとき、国が関与して国際園芸博覧会を開催することは意義がある。 
・「幸せを創る明日の風景」をテーマとする国際園芸博覧会は、花や緑、農とそれに伴う人々のふ

れあいを通じて、人類の幸福を模索し、文化の継承やその達成に向けた人々の取組とともに、SDGs 
の達成を具体的かつ社会的なランドスケープとして明らかにするものである。 

 
(2) 横浜市としての開催意義 
 2030 年を展望した横浜市の中期的な戦略と計画期間中に重点的に推進するべき政策をとりまとめた

「横浜市中期４か年計画 2018～2021」と照らして、以下の視点から本博覧会は都市としての横浜にとっ

て大きな開催意義がある。 
 

① 多様な主体の連携によるグリーンシティの構築 

  人口 375 万人の市民力や専門家のネットワークを有する横浜の特性を活かし、本博覧会では市民、

民間企業、大学などの教育機関、行政など多様な主体が連携し、多様な機能を持つグリーンインフラ
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に、維持管理やレクリエーション等を通じて各自が積極的に関わるグリーンコミュニティの形成につ

ながる。また、横浜での事例をモデルとして国内外に発信することで、国際社会に貢献することがで

きる。 

 
② 都心臨海部と郊外部を両輪とした都市全体の活性化 

これまで横浜の発展を牽引してきた都心臨海部に加え、本博覧会を契機として、郊外部が、園芸・

農を活かし、暮らしと文化の中心を担う市の新たな産業発展軸となり、都心臨海部と郊外部を両

輪として発展する横浜独自の持続可能な都市モデルの確立につながる。 
 
③観光・MICE の推進、文化芸術創造都市の推進 

  博覧会を契機として、会場をユニークベニュー（地域特性を演出する会議・レセプションの会場）

として活用するなど、都心臨海部と連携した観光客の回遊性の向上を図ることで、郊外部へ新たな観

光・MICEの可能性が広がる。また、緑豊かな自然環境や、歴史的建造物等を活用し、アーティスト・

クリエーターが創造性を発揮することにより、地域課題の解決やまちの賑わいづくりなどが市域全体

で進み、文化芸術創造都市の推進に資する。 
 
③ 横浜市の都市ブランド力の強化 

  横浜市は「SDGs 未来都市」に選定され、市民・企業等との連携により様々な取組を展開し、環境を

軸に経済や文化による新たな価値・賑わいを創出し続ける環境先進都市の実現を目指している。本博

覧会の開催により、グリーンインフラを基盤とした緑あふれる美しい都市を創造し、都市のブランド

化につながる。 
 

(3) 上瀬谷での開催意義 

大都市近郊でありながら豊かな自然が残り、地域で農の営みや人々の交流が脈々と受け継がれた上瀬

谷の地は、高いポテンシャルを秘めた貴重な財産であり、緑と融合した都市のモデルを国内外に発信す

るにふさわしい舞台である。また、基地跡地の平和的利用の象徴となり、上瀬谷から世界へ友好平和の

力強いメッセージを発信することができる。 
 

 開催目的 

本博覧会は、AIPH 規則に定められた国際園芸博覧会の目的と役割である「園芸業の商品を一般市民、

企業および各国政府に販売促進し、かつ、個人や社会にとっての利益という意味において、園芸に関す

る国際的な理解を高めること」に鑑み、1990 年大阪花の万博をはじめとした過去の国際園芸博覧会のレ

ガシーを継承し、園芸文化の振興、自然と人間との共生の理念の発展を目的に開催する。 
本博覧会を開催することで、世界の人々に心豊かなライフスタイルを定着させ、日本・横浜が体現す

るグリーンシティを世界に発信することで、国内外の都市に共通する課題の解決につなげることを目指

す。あわせて、本博覧会を契機として、郊外部のまちづくりを進めることで、基地跡地の平和的利用の

象徴的な先例としていくことを目指す。  
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 博覧会の具体化に当たっての基本認識 

 本博覧会の具体化に当たっては、国際的な園芸産業の振興を図るとともに、世界で開催されている国

際園芸博覧会の潮流を踏まえつつ、環境問題や食料問題をはじめとする SDGs の達成といった世界共通

の課題、我が国における社会課題の解決と政策推進への貢献等を強く意識して取り組む。 
具体化に向けた基本方針及び体現目標を以下に示す。 
 
 

 
【基本認識のまとめ】 

 

【具体化に向けた基本方針】 

世界共通の課題解決に向け、2050 年を見据えた、人と自然との関わりが「幸せ」となり、 

主体的な参加を促す社会モデルを横浜・上瀬谷から世界に発信し、次の文明の先駆けとなる祭典とする 

【博覧会の体現目標】 

〇花・緑・農と私がつながり、生命と活力があふれる未来 

〇自然への敬意、自然と共生した価値の創造 
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 事業方針 
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 テーマ、サブテーマ 

 テーマ 

人類は生態系の一員としてそのサービスの恩恵を受けてきた。しかし、生態系の存続を支える地球環

境の容量には限界があり、人類が豊かさの量的拡大を求めて社会経済活動を拡大した結果、生物多様性

の喪失、地球温暖化の進展や水資源利用の制約、様々な自然災害の甚大化・頻発化や、Covid-19 に代表

される感染症リスクの拡大等、人類の生存を脅かす共通課題が顕在化している。また、途上国を中心と

して将来の世界人口増加が予測される中、食料確保に向けた安定的な農業生産力の向上が求められてい

る。 
花や緑、農は、理念や世代、国境を越えて人々に感動や笑顔をもたらし、自然への敬意や自然と共生

した価値を創造する機能を有している。 
生態系サービスに支えられてきた人類が地球規模の危機と山積する課題に行き詰まる中、世界が進む

べき方向は、豊かさの再定義による質的成熟社会への転換にあり、誰もが取り残されない社会に向けて、

経済的な豊かさを主体とした対比的な充足から、自然との共生や時間・空間を含めたシェアやつながり

がもたらす幸福感を深めていくことが重要となる。 
このテーマには、日本・横浜が創る明日の豊かさを深める環境社会に向けて、自然との共生や人との

つながりがもたらす幸福感を深めていくため、ひとりひとりが心に「幸福感を深める」ための種を自分

の意志で蒔き、これを人や環境との関わりの中で育み、生命力にあふれ、個性豊かに、多彩な花を咲か

せること、それが豊かさを深める社会の風景であるという思いを込めている。 
 

 
【生態系と人間活動の関係】 

幸せを創る明日の風景 

～Scenery of The Future for Happiness～    
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 サブテーマ 

テーマを展開し、具現化するための切口として、次の４つのサブテーマを設定する。 
生態系サービスに生かされている人と自然の新たな関係を構築するための基盤とそれを支える主体

の将来像を示す観点から「自然との調和」及び「緑や農による共存」を、また、これに基づく心の豊か

さや幸せがあふれる都市の持続可能性を示す観点から、新たな価値創造による「新産業の創出」を、さ

らに、新たな価値を生み出し課題解決につなげる多様な主体の参加システムのあり方として「連携によ

る解決」を示すことにより、本博覧会において「幸せを創る明日の風景」を体現していく。 
サブテーマは、各国や企業等への招請に際し、各主体の関心分野と博覧会を具体的に結び付け、出展

の意思決定に当たっての判断材料となるように提示する。 
 
 
 

幸せを創る明日の風景 

～Scenery of The Future for Happiness～ 

 
 
 
 

 
 

【テーマ実現に向けたサブテーマへの展開】 

 
 
 
 
 

 

テーマ実現の 
切り口 
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自然との調和 

Co-adaptation 

 
※直訳：相互調整 

日本の里山にみられる自然との共生、再生循環の知恵や、災害大国としての経験

を活かし、自然環境が有する多様な機能（生物の生息・生育の場の提供、良好な

景観形成、気候変動対策、自然災害の緩衝等）を発揮するグリーンインフラにより、

持続可能で安全かつ魅力ある都市の土台づくりを世界に向けて提案する。 

 

展示例：・グリーンインフラの具体的展示 

・自然と共生する暮らしの体験  

・自立型エネルギーシステムの実証実験 等 

 
 

 
※自然環境が有する多様な機能をもつ生活基盤（グリーンインフラ）の整備と維持に積極的に関わることで形成される

共助の主体 
 
 
  
 
 
 

緑や農による共存 

Co-existence 

 
※直訳：共存、共生 

地球の環境容量と生態系システムの危機に直面し、持続的な未来に向けた意識が
高まる中、人々は自然とふれあうことの喜びや楽しさ、人と人とのつながりの大切さ
を再認識し始めている。自然を愛（いつく）しみ、自然を暮らしに活かす農業文化に
学びつつ、緑や農を介して、社会・生活基盤の維持にひとりひとりがジブンゴトとして
積極的に関わることにより、ともに分かち合い支え合う「グリーンコミュニティ※」のあり
方を提案する。 
 

展示例：・花や緑を介した新しいコミュニティの在り方提示 

・園芸療法・健康増進プログラムの体験 

・グリーンオフィス・ワーケーションの実証実験 等 
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新産業の創出 

Co-creation 
 

※直訳：共創 

人々の価値観やライフスタイルが多様化する中、いのちと暮らしを支え、文化や豊かさ

をつくる花き・園芸・農の役割が再認識されている。 

博覧会を実験の場とし、花き・園芸・農の高付加価値化や新技術・新品種の創

出、異業種連携による生命産業の領域拡大など、時代の先駆けとなる新たな価値

を創造する産業の創出・育成を提案する。 

 

展示例：・先端技術を活用した ICT 農業 

・花き・園芸・農と異業種（医療・スポーツ・アート等）のコラボレーション 

・生物や生態系から学び模倣するバイオミミクリー 等 
 
 

連携による解決 

Co-operation 

 
※直訳：協調、連携 

国内外の企業や教育・研究機関、市民を含む多様な主体や国際的ネットワーク等

による横断的な参加システムを構築し、シェアリングエコノミーの原型ともいえる日本の

「農の心」など、世界的な課題の解決につながる知恵や技術を集積し、各国の人々

と相互に発信・交流・シェアすることで、多文化共生や友好平和、多様性を尊重す

る社会の実現に寄与する。 

 

展示例：・多様な主体の連携による実証実験 

      ・伝統技術・知識の集積・継承 

      ・各国の文化を通しての国際交流 等 
 
 
 
これら４つのサブテーマにより、自然と共生する豊かな環境社会が実現されたグリーンシティを、

郊外部活性化の都市モデルとして提案することで、地方創生への足掛かりとするとともに、国内外から

の視察や観光需要の拡大と、国外の都市部への人口集中などの課題解決に繋げていく。 
 
なお、各サブテーマに共通する、英語の先頭部分の「Co-」は、「共同」や「相互」の意味を持ち、こ

の博覧会で提示する価値をあらゆる人々や企業・団体が協力して創り上げていくことへの思いを込めて

いる。 
 

  




