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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あり⽅提⽰ 

・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、市⺠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、各テーマの英語の部分に共通する「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。 
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 事業コンセプト 

事業コンセプトは、本博覧会における展示・行催事や運営などの事業展開、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。 

 

 
【６つの本博覧会の事業コンセプト】 

 

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 

 
【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（Scene）

として会場で体現することを目指す。 

 

 実施に当たっては、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。 

 

 ICT 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「ICT 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（Scene） 
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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、ボラ

ンティアを含むすべての来場者についても、主体的な参加を求めていく。 

具体的な参加スキームの構築に当たっては、各参加主体が相互にコミュニケーションし、尊重し合い、

各々が創造力を発揮できるような仕組みを検討する。さらに、博覧会期間中に取組を発信することで、

世界中からの共感を得て、ESG 投資等による投資家からの資金面の支援に繋がるなど、事業化が加速す

る仕組みづくりを目指す。 

 

 
【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 

国際園芸博覧会において従来から実施されてきた展示（庭園、パビリオン等）及び行催事（コンペテ

ィション、公式行催事、その他行催事）については、園芸産業・園芸文化の振興と発展及びテーマ・サ

ブテーマの体現に向けて効果が上がるように実施する。 

 

 
【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、その集合体として「Village」を形成することで、人や自然とのつながりを体現する。これによ

り、緑と都市が一体化し、身近な自然とともに暮らす農的生活を志向する、新たな分散型の都市・社会

構造モデルの実証実験の場を創出し、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

つながるものとなる。 

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、お祭り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つの機能は重要な役割を
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果たす。それは同時に Village の機能となるものである。 

 

ひとつの Village 内に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複数配置することによ

り、それぞれの Village が単独でひとつの Village 内に全てのサブテーマを体現できるように構成する。

また、各コンテンツは、テーマ・サブテーマを体現すると同時に、Village の機能のいずれかを重点的に

担うものとし、ひとつの Village に新たなコミュニティの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、人を集めることが重要であり、話題性のあるコンテンツにより同じ理念

や趣味をもつ多様な人を集める。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り、ひとつの Village に複数の種類を

内包させるが、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。さらに、会場全体に

Village を分散配置し、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ことにより、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できること、密を解消できることなど、来場者への様々

な効果も期待できる。 

 
 

 
【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（ 適密度）や演出とともに、来場者同

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。 

それらを実現するため、国際博覧会としての開催意義を踏まえ、ピーク日の分散等の平準化を図りつ

つ、ICT を活用した新たな参加方式の導入や会場外連携等、多様な参加形態を展開していく。 

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し、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において来場者へのサービス向上を踏

まえた効率的な取組を実施する。 

 参加者の考え方 

 

本博覧会の参加モデルとしては、ボランティア等の来場者や ICT を活用したオンライン参加、体験型

のツーリズムなど会場外との連携による参加を含め参加者数を 1,500 万人と見込むが、園芸博として会

場内空間の混雑を避け、快適性を確保することを重視する。このため、同時滞在者数を適切な規模に保

つよう、来場者する人数は 10 万人/日を超えないように平準化に取り組むが、事業の採算性を確保する

ため、有料来場者数は 1,000 万人以上を目標とする。 

 最適密度に基づく来場者数のあり方 

会場内の空間（ 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 

 

参加者数を 1,500 万人と見込むが、上記の考え方に基づき、同時滞在者数を適切な規模に保つよう、

1 日の来場者数は、10 万人※１と想定し、平準化に取り組む。 

 

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

（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  

１日の来場者数：約 96,000 人/日 ≒ 約 100,000 人/日 
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 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

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、 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。 

 会場外との連携 

本博覧会のテーマである「幸せを創る明日の風景」をより効果的に広く浸透させるため、会場内だけ

ではなく、地域周辺の自然資源や横浜のポテンシャルを活かし、観光、農業、福祉などの多様な分野と

連携しながら展開していく。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等を通じて機運醸成を図るとともに、博覧会期間中は展示物の共同制作などを検

討・実施し、博覧会終了後は、レガシーとして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（全国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（ 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 
 

 




