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 事業コンセプト 
事業コンセプトは、会場づくりや行催事などの事業展開にあたり、全体に通底する具体的な方針・方

向性として、全ての関係者が重視・共有すべき行動規範となる。 
博覧会のメッセージ性を高め、全体的な調和を図るため、以下の６つを本博覧会の事業コンセプトと

して提示する。それぞれ、主語「私たちは」につながる動詞とし、博覧会に携わる全ての人が課題解決

を「ジブンゴト」として捉え、行動に移すことを意識している。 
 

 
 

価値を再定義する 

Revise 

世界では日々情報技術が進歩し、利便性・効率性が向上し続けている

が、一方で、自然とのつながりや五感に訴えるリアルな体験の重要性が一

層高まっている。博覧会では、社会の日常を支える隠れた手段としての

最先端技術を活用し可視化するとともに、古来から変わらない普遍的

価値を再評価・再定義し、これを新たな気づきにつなげる。 

 

多様性に気付く 

Find 

多様な主体が出会い交流することで、物事の捉え方や見え方の多様性

に気づくことができ、視野を広げ、多様な価値観を活かし合い、高め合う

ことで化学反応が生まれ、相乗効果につなげることができる。より多くの

人々が博覧会の準備段階から連携し、互いを尊重し合いながら、博覧

会をともに創り上げる。 

 
 
 

 

価値を再定義する

Revise

分かち合う

Share

多様性に気付く

Find

環境負荷低減を
徹底する

Care

行動変容に繋げる

Change

繋がりを拡げる

Connect
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行動変容に繋げる 

Change 

博覧会を通じて得られる気づきを人々の行動変容につなげるため、アー

トの力を活かして訴求力を高めることや、エンターテイメント等により来場

者が楽しみながら参加し体験できる仕掛けを展開する。この経験がきっ

かけとなり、博覧会後もひとりひとりがそれぞれの暮らしのなかで行動し続

けるように促す。 

 

分かち合う 

Share 

ひとりひとりの行動を社会全体の変容につなげるためには、博覧会に参加

し、テーマやサブテーマを体感した人々が、交流や体験で得た気づきやア

イディア、行動変容の重要性を、身近な他者と分かち合い、広めていくこ

とが重要となる。参加者が体験や博覧会のメッセージを社会にシェア

し、浸透させていく一員となれる仕組みをつくる。 

 

環境負荷低減を 

徹底する 

Care 

博覧会では、緑を都市に融合させ、生活空間と経済活動空間のより良

い統合を目指す「グリーンシティ」の概念を可視化し世界へ発信する。こ

のため、出展者、運営関係者はもとより、来場者も含めて、博覧会に携

わる全ての関係者が環境負荷低減を徹底的に意識して行動する。 

 

繋がりを拡げる

Connect 

博覧会が、自然と人、人と人、都市と地方、上瀬谷・横浜・日本・世

界、リアルとバーチャル、過去・現在・未来など、属性のまったく異なる様々

な要素が行き交う結節点となることで生み出されるこれまでにない融合

や対流、新たな関係性、有機的な繋がりを拡げていく。 
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 会場コンセプト 
 

 

 

 

 

◇本博覧会のテーマ・サブテーマを踏まえ、会場計画を通底する具体的な方針・方向性として、花や

緑に彩られ、身近な自然とともに暮らす農的生活を幸せに満ちた未来社会の風景として会場で体現

することを目指す。 

 

◇実施にあたっては、市民・企業等の幅広い主体の参加を得ることで、多様な主体による連携で、社

会課題解決をしていく未来の風景の実現につなげていく。 

 

◇IoT の進展によるデジタル化が進み、自然と人間の関係性が問われている状況を踏まえ、本博覧会

では、里山に培われた要素に着目しながら、横浜・上瀬谷ならではの未来社会の風景として「IoT な

どの先端技術に支えられた豊かな花・緑や自然との関わり方、身近な自然とともに暮らす農的な社

会」を提示し、人類が直面している共通の課題を解決するモデルとして世界に発信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

里山で培われた思想・行動が未来を広げ、花と緑が輝き、人と自然が

共に紡ぐ明日の風景 
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 事業構成 

 多様な主体の参加による事業展開 

地球規模の環境問題や複雑化する社会課題に直面し、個による解決が困難な課題が増加している中

で、持続的な未来を築くためには、全世界のあらゆる分野の人々と連携して叡知を結集させる必要が

ある。博覧会のテーマの実現には、多様な主体のひとりひとりが、課題を解決するための一員である

ことを自覚し、主体的に行動することが重要である。このため、本博覧会においては、出展者だけで

なく「来場者」についても、主体的な参加を求めていく。 
 

 
【多様な主体の参加・連携】 

 

 事業構成の概要 

本博覧会のテーマの実現に向けては、事業コンセプト、会場コンセプトに基づき、国、自治体、企業・

事業者だけではなく、教育・研究機関や市民、ＮＰＯ等を含めた、多様な主体の参加と連携により、事

業を展開する。 
本博覧会においては、これまで国際園芸博覧会で実施されてきた基本的な展示・行催事の事業展開に

加え、独自の事業展開として、「参加・交流・体験」を促進し、コミュニティを創出する場として「Village」
を新たな試みとして導入する。 
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 国際園芸博覧会で実施されてきた基本的な事業展開 

国際園芸博覧会で実施されてきた、展示（庭園、パビリオン等）と行催事（コンペティション、公式

行催事、その他行催事）について、テーマ・サブテーマの体現に向け実施する。 
 

 
 

【展示・行催事の種類】 
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 独自の事業展開（Village）～テーマを体現するコンテンツの集合体～ 

1) 「参加・交流・体験」を促進するコミュニティ創出の場 

 展示や行催事として実施する様々なコンテンツを通じ、参加者の意識変容や行動変容を促進するため

には、自然や人とのつながりを通じて参加者が気づきを得て、他者と交流して体験を共有していくこと

により記憶に残し、自らが行動を変えるための動機づけを行うことが重要となる。 
古来の日本において、村落などの地縁的なコミュニティで実現されていた、周りの環境（人、動物、自

然など取り巻く環境全般）とのつながりは、人が幸せや豊かさを感じ深めていくために重要な要素であ

るが、近年の均質化された都市や多様化する価値観のもとでは失われつつある。 
現代においては、情報技術の進展によりリモートワークなど働き方・暮らし方を変える基盤が普及し、

その恩恵を感じるようになった一方で、デジタルストレスが増大し、人は本能的に自然を求めてリアル

な体験に惹かれていく傾向が強まっている。暮らす場所にひも付く地縁的なコミュニティを維持するこ

とは難しくなってきているが、博覧会において、それに代わるコミュニティのあり方、さらに、多様な

価値観に基づく多様なコミュニティの共存がもたらす幸せの幅広さを提示していくことが求められて

いる。 
本博覧会においては、テーマに基づく様々な展示・体験プログラム等のコンテンツを１つの空間に複

合させ、人と自然のつながりを体現するコンテンツの集合体として「Village」を形成し、人や自然との

つながりを体現する。参加者が同じ空間に集い、様々な出会いや発見を通して自らの意識変容や行動変

容を強く推進していけるような仕組みを創り出していく。参加者は、会場内に散在した複数の Village を
巡ることで、体験を積み重ねることができる。 
これにより、コミュニティがもたらす自然や人とのつながりによる幸福感を体感するとともに、様々

な価値観に基づく多様なコミュニティが共存する社会を体験でき、テーマ「幸せを創る明日の風景」に

つながる。 
なお、地域においては、従来から公民館や児童館、図書館、体育館といった住民活動の拠点となる施

設が存在し、コミュニティを支える機能を担ってきた。このような拠点施設は、語学サークル、横浜に

おいては公園愛護会のようなボランティア、福祉ボランティア、お祭実行委員といった共通の趣味関心

で集まる地域住民グループの形成を促進し、活動をサポートするなど、住民が主体的に行う活動の活発

化に重要な役割を果たしてきた。 
新たなコミュニティにおいても、このような拠点施設が担ってきた「同じ理念や趣味をもつ多様な人

の参加を促す」「多様な人の交流を促す」「多様な体験を提供する」という３の機能が重要な役割を果

たすものとなり、同時にそれは Village の機能となるものである。 
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2) Village におけるテーマ・サブテーマの体現 

単体もしくは複数のサブテーマを体現するコンテンツを Village 内に配置することで、１つの Village
で全てのサブテーマを体現できるものとする。また、各コンテンツは、テーマ・サブテーマを体現する

とともに、Village の３つの機能のいずれを重点的に担うかを明確にし、１つの Village に、コミュニテ

ィの再構築に必要な機能が過不足なく含まれるようにする。 
コミュニティの再構築には、まず、人を集めることが重要であり、話題性のあるコンテンツが同じ理

念や趣味をもつ多様な人を集める機能に重きをおいた展開をする。さらに、そのコンテンツを通じて

Village に集まった人々が、Village 内で交流し、様々な体験により「人や自然とのつながり」を記憶に残

し、博覧会参加後に自らの暮らしのなかで「つながり」をつくり、コミュニティの再構築に関わってい

けるような仕組みを Village において創出する。 
 
コンテンツには、庭園や展示、飲食、物販などの様々な種類があるが、１つの Village に複数の種類を

内包させることとするが、どの種類のコンテンツが多く含まれるかは Village により異なる。また、会場

全体に Village を分散配置することで、特定の種類のコンテンツが１ヶ所に固まらないようにする。 
複数の種類のコンテンツの内包や、複数の Village の分散配置により、多様な人との交流や多様なコ

ミュニティのあり方を体感、密の解消など、来場者への様々な効果も期待できる。 
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【Village におけるテーマ・サブテーマの体現】 
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 運営方針 

 運営方針 

本博覧会では、園芸や農などを中心とした様々な体験をはじめ、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や風景の発見などを楽しみながら、人と自然の共生の大切さ、自然環境の変化に気

づき、多くの人の意識や行動の変容につなげることを目的としている。 

テーマである「幸せを創る明日の風景」は、「花・緑・農と私がつながり、生命と活力溢れる未来の

実現」「自然への敬意、自然と共生した価値創造」が体現目標であり、リアルな体験の場の提供が重要

であることから、体験や自然環境の体感に適した会場内の空間（最適密度）や演出とともに、参加者同

士の双方向型のコミュニケーションを高める運営に努める。 
それを実現するため、国際博覧会としての開催意義を踏まえ、会場内だけではなく、会場周辺や広域

での連携、ICT を活用した新たな参加を促す。あわせて、来場日や来場時間の平準化に向け、展示・行

催事やチケッティング等で取組を実施する。 

 参加者の考え方 

本博覧会の参加モデルとして、来場者（招待者、ボランティア、出展者を含む）、ICT を活用したオ

ンライン参加や、体験型のツーリズムなど会場外との連携による参加の全てを参加者と捉え、参加者規

模は 1,500 万人以上を見込む。なお、実際に来場する人数は 10 万人/日を超えないように調整するが、

事業の採算性を確保するため、有料来場者数は 1,000 万人以上とする。 
 

(1) 最適密度に基づく来場者数のあり方 

 

会場内の空間（最適密度）の考え方は、次のとおり整理した。 

 

・自然への敬意や自然と共生した価値を感じるために、五感による鑑賞や体験にあった密度に 

抑える 

・ソーシャルディスタンスを確保した上で、祝祭としての一体感・賑わいが生まれる空間を演出 

 

 過去の国内の博覧会での実績や後背人口等から、1,500 万人以上の来場が見込まれるが、上記の考え

方に基づき、1日の来場者数は、10 万人※１に制限し、あわせて来場の平準化に取り組む。 

 

※１ 最適密度 5㎡/人による同時滞留人数約 67,100 人から、1日の入場者数を算定 

（67,100÷0.7（博覧会の入退場モデルにおける同時滞在の割合 70％））＝95,857.14285... 

１日の来場者数：約 96,000 人/日 ≒ 約 100,000 人/日 

 

(2) ICT を活用した参加 

 

感染症抑制対策の一環として人々の行動が制限される一方で、テレワークをはじめ、オンラインセミ

ナーや遠隔医療など、ICT によって、人が移動しなくても、様々なサービスを受け、芸術鑑賞やイベン
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ト等にも参加できるインフラ環境が整備されつつある。 

また、リアルの体験と同時に、ICT に支えられた参加スタイルを導入することで、国や地域、世代を

超えたより多くの人がオンラインの情報空間にアクセスでき、主催者や出展者からの情報発信だけでは

なく、参加者からの情報発信を含む、双方向型のコミュニケーションが行いやすくなる。 

本博覧会のテーマを実現するため、最先端の ICT を活用することで、参加者のテーマへの理解・共感

を促進させ、行動変容につなげることを目指す。 

 

(3) 会場外との連携 

 

会場内だけにとどまらず、観光、農業、福祉などとの広域的な連携を進め、広がりのある博覧会を目

指す。横浜市内では、公園愛護会や、上瀬谷周辺および市内の農家と博覧会開催前より体験イベント・

博覧会での展示物の共同制作などを検討し、博覧会終了後は、取組成果を活かした事業展開につなげて

いく。 
さらに、日本各地の文化・観光資源、周辺の庭園・公園（三渓園や都心臨海部の公園、ガーデンツー

リズム、国営公園等）や体験型イベント（都市緑化フェアやガーデンネックレスなど横浜での実績を活

かした取組）の連携と共に、文化・教育施設、集客施設等において本博覧会のテーマに沿った特別企画

展示に取り組むなど、多くのチャネルを活用して広域に発信する。 

 来場者の平準化のための取組 

本博覧会の目的達成に向けた会場内の空間（最適密度）を保つため、期間限定コンテンツやチケット

料金の設定により来場者数の平準化に取組む。開催期間中の繁忙時に対する抑制策と閑散時に対する誘

客策、1 日のピーク時間の分散を目的とした時間別チケットの導入などで、展示・行催事計画とチケッ

ティング計画とコミュニケーション計画を連動させた施策を検討する。 
 

 平準化に向けた検討例 

展示・行催事計画 ・閑散期限定コンテンツ等 

チケッティング計画 
・ピーク日の分散、閑散期の誘客を目的としたチケット料金設定 
・1 日の来場者の分散を目的とした、時間別チケット等 

コミュニケーション計画 
・繁忙期の混雑状況の情報提供 
・閑散期は来場を促すターゲット別のプロモーション 
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 展示・行催事計画 
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 展示・行催事方針 

展示・行催事は、本博覧会におけるテーマ・サブテーマを体現し、参加者に楽しみや驚き、感動など

を与え、意識変容、行動変容に繋げる重要な役割を持つ。展示・行催事の実施にあたっては、事業コン

セプトを踏まえ、参加者に新たな価値や多様性への気づきなど、意識変容・行動変容に繋げる仕掛けの

導入を意識する。 
 

 
【展示・行催事の役割】  

 
 

  

参加者は、テーマ・サブテーマを 
体現したコンテンツを体験 

参加者は、事業コンセプトを 
踏まえたコンテンツを体験 
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 展示・行催事の実施主体 

 展示・行催事の実施主体は、次のように区分することができる 
 
 日本国政府 

 
 主催者 

2027 国際園芸博覧会協会（仮称） 
 

 公式参加者（Official Participants）（国、国際機関） 
 公式参加者とは、日本国政府による本博覧会への公式参加招請を受諾した外国政府（国）と国際

機関をいう。国際機関とは、科学、経済、文化及び他の分野における国際協力の推進を目的とする

政府間機関をいう。 
 

 非公式参加者（Non-Official Participants） 
非公式参加者とは、博覧会政府代表により公式参加者の陳列区域外で参加することが認められた

者をいう。 
なお、本博覧会における非公式参加者は、自治体、企業、市民団体等を想定している。 

 
 一般営業参加者（Concessionaires） 

 本博覧会の会場内で商業活動を実施する権利を主催者から付与されている者とする。 
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 展示・行催事の種類 
展示は、大きく庭園と展示施設（パビリオン）等で行われるものに大別される。 
庭園では、本博覧会を象徴し、テーマを体現する主催者庭園をはじめ、公式参加者（国、国際機関）、

非公式参加者（自治体、企業、市民団体等）による各国・各地の特徴的な庭園などの出展を想定してい

る。 
また、パビリオン等で行われる展示では、主催者によるテーマ展示、公式参加者、非公式参加者によ

る企画展示や高品質な花きなど多種多様な出展を目指す。 
 
行催事は、コンペティション、公式行催事、その他行催事に大別される。 
コンペティションでは、花き・園芸産業の発展と国際的理解の促進など、国際園芸博覧会の意義を担

い、AIPH 規則に示される屋外・屋内庭園と花き・園芸の製品の各カテゴリの確実な実施に加え、本博覧

会のテーマに沿った独自企画も検討している。 
また、公式行催事では、AIPH 規則に示される開会式と閉会式や、国際園芸博覧会として参加国、国際

機関に焦点をあてたナショナルデー・スペシャルデーの式典やイベントを実施する。 
 

 
 

【展示・行催事の種類】 
 
なお、これら展示や行催事、営業活動（飲食や物販など）の様々なコンテンツが集合して Village を形

成する。Village は複数形成され、会場内に分散配置される。 
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【実施主体別の展示の種類】 

実施主体 展示種類 展示の実施内容 

主催者 

屋内・屋外展示 

庭園、パビリオン（テーマ展示） 

日本国政府 庭園、パビリオン 

公式参加者 庭園、パビリオン、屋内展示スペース 

非公式参加者 庭園、パビリオン、屋内展示スペース 

 
【実施主体別の行催事の種類】 

実施主体 催事区分 行催事の実施内容 

主催者 公式行事 AIPH 規定 開会式、閉会式 

国際博覧会の慣例 ナショナルデー・スペシャルデーの式典 

公式催事 国際博覧会の慣例 ナショナルデー・スペシャルデーの催事 

前夜祭、都道府県/政令指定都市の日の催事、民間参加催事 等 

企画催事 AIPH 規定 コンペティション 
 

プロモーションイベント、音楽/国際芸術文化交流イベント、 

大型テーマイベントの実施、ロングラン公演 等 

公式参加者 催事 
 

フォーラム、シンポジウム、国際文化交流イベント 等 

非公式参加者 催事 
 

アーティスト参加イベント、市民参加イベント、NPO・NGO イベント、 

パーソナル型イベント、国際会議、フォーラム、国際交流イベント 等 

 
【営業活動の種類】 

実施主体 種類 営業活動の実施内容 

一般営業参加者 営業活動 飲食、物販 等 
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 展示・行催事への参加規模 

 公式参加者 

公式参加者については、「AIPH 規則 第４条 博覧会の分類」において、A１クラスの国際園芸博覧会

は、海外からの参加を 10 ヶ国以上及び、博覧会会場の少なくとも５％を海外からの参加者のために確

保することを規定している。 
本博覧会における公式参加者は、過去に実施された博覧会の公式参加者数や規模、日本、横浜の開催

地の特性を踏まえ、70 カ国・団体程度の参加を目指し、公式参加者の出展区画は、博覧会全体で約５ha
を想定している。 
 

表 過去開催された博覧会の開催実績及び今後開催される博覧会の公式参加者数 

開催年  博覧会名称 カテゴリ  開催地 開催期間 会場面積 
公式参加者数 来場者数 

()は予定 国 国際機関 

1990 大阪花博 A1 大阪 183 日 140ha 82 か国 55 機関 2312 万人 

2000 淡路花博 A2B1 兵庫 184 日 96ha 79 か国(団体) 694 万人 

2004 浜名湖花博 A2B1 静岡 187 日 56ha 35 か国  544 万人 

2005 愛知万博 登録博 愛知 185 日 156+15ha 121 か国 4 機関 2204 万人 

2010 上海万博 登録博 中国 184 日 328ha 190 か国 56 機関 7308 万人 

2012 フェンロー花博 A1 オランダ 6 か月 66ha 36 か国  204 万人 

2016 アンタルヤ花博 A1 トルコ 6 か月 32ha 54 か国  469 万人 

2019 北京花博 A1 中国 162 日 503ha 86 か国 24 機関 934 万人 

2020 ドバイ万博 登録博 U.A.E. 173 日 438ha 192 か国  (2500 万人) 

2022 アルメーレ花博 A1 オランダ 6 か月 60ha 60 か国  (200 万人) 

2023 ドーハ花博 A1 カタール 5 か月 170ha 記載無 (300 万人) 

2025 大阪・関西万博 登録博 大阪 185 日 155ha 150 か国  (2800 万人) 

2027 横浜花博 A1 神奈川 6 か月 約 100ha 70 か国・団体程度 
参加者規模 

(1500 万人以上) 

2029 ウッチ花博 A1 ポーランド     
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 非公式参加者 

自治体、企業、市民団体等の多くの非公式参加者の参加を目指し、共に博覧会を盛り上げていく。 
非公式参加者の出展区画は、博覧会全体で約２ha（国内出展庭園約１ha、Village 展示施設約１ha）を

想定している。各非公式参加者の出展規模や数により、区画の割り付けを調整していく。試算として 1
区画当たり 100 ㎡として割り付けると、200 団体の参加が可能となる。 

  




