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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・行催事の実施に当たっては、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。 

展示については、植物や庭園等を中心とした国際園芸博覧会の特色ある展示物のリアルな魅力を 大

限引き出し、さらに ICT を活用して詳細な情報やバーチャルによる魅力を付加するなどの効果的な手法

や、わかりやすい発信方法等について、今後具体的に検討していく。その際、早い段階から専門家や園

芸関係者等を巻き込みながら検討を進めることで、内容の充実を図るとともに、関係者の機運醸成を進

めていく。また、大規模な花修景など国際園芸博覧会で行う展示自体が観光的な価値を生む可能性も考

慮して検討する。 

 
 
 

 

 
【展示・行催事の役割】 
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 展示・行催事の実施主体 

展示・行催事の実施主体については、AIPH 規則第３条（定義）に基づき、次のように区分する。 

 

 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、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、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・各地の特徴ある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 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 

【実施主体別の展示の種類】 

 

実施主体 催事区分 ⾏催事の実施内容 
主催者 公式⾏事 AIPH 規則 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、⺠間参
加催事 等 

企画催事 AIPH 規則 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、市⺠参加イベント、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 

【実施主体別の行催事の種類】 

 

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 

【営業活動の種類】 
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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、

10 ヶ国以上の参加と、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。 

 

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 ⼤阪花の万博 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・関⻄万博 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 参加者数 

(1500 万⼈) 

2029 ウッチ花博 A1 ポーランド     

【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】 
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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得て、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。 
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 展示形態 

本博覧会における展示形態は、他の国際博覧会を参考に「敷地渡し」「共同施設」の２つの形態で整

理し、出展者に提示する。なお、出展者とは公式参加者と非公式参加者をいう。 

 

敷地渡し 
 

主催者が出展者に敷地を渡し、出展者が庭園やパビリオン等による展⽰を⾏う展⽰形態 

共同施設 
 

主催者が共同で使⽤するパビリオンを建設し、出展者がその中の区画を借り受け、⾃ら展⽰設備や

内装を整備して展⽰空間を作り上げる展⽰形態 

 

敷地渡し 共同施設 

⼟地タイプ 

 

 

 

建物タイプ 

 

  

 

 

 

  
 

【展示形態の分類】 

 

 

 パビリオン 展⽰物 

建設費 展⽰制作費 

敷地渡し ⼟地タイプ ― 出展者 

建物タイプ 出展者 出展者 

共同施設 主催者 出展者 
 

【展示形態と費用負担の関係】 

 

なお、Village で展開される個々の展示についても、上記と同様に、敷地渡しまたは共同施設のいずれ

かで整理することができる。 
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展⽰形態 出展者 ⽤途 費⽤負担（AIPH 規則等を参考とした案） 
敷地渡し 公式参加者 AIPH 庭園  主催者は AIPH の活動を推進するためのスペースの提

供が必要（AIPH 規則第 11 条） 
 主催者が AIPH に庭園出展を希望する場合、設計、

建設、保守、⼈員配置の⽬的で、主催者が AIPH に
最低€300,000 を割り当て（AIPH 規則第 11
条） 

参加国・ 
国際機関 

庭園やパビリ
オン等による
展⽰ 

 主催者は、屋外展⽰エリアを無償で公式参加者に提
供（AIPH 規則第 15 条） 
 公式参加者は、各⾃の経費で展⽰物を作成、維持

し、返還時に提供時の状態に復旧（他園芸博覧会
規則参考） 
 主催者は、公式参加者の展⽰に要する費⽤の削減に

向け⽀援を検討（AIPH 規則第 15 条） 
⾮公式参加者 企業・ 

⾃治体等 
庭園やパビリ
オン等による
展⽰ 

 主催者は、屋外展⽰エリアを⾮公式参加者に提供
（他園芸博覧会規則参考） 
 主催者は、⾮公式参加者の展⽰に要する費⽤の削

減に向け⽀援を検討（AIPH 規則第 15 条） 
 ⾮公式参加者は、各⾃の経費で展⽰物を作成、維

持し、返還時に提供時の状態に復旧（他園芸博覧
会規則参考） 

共同施設 公式参加者 参加国・ 
国際機関 

パビリオン内
での展⽰ 

 主催者は、屋内展⽰スペースを無償で公式参加者に
提供（AIPH 規則第 15 条） 
 公式参加者は、各⾃の経費で展⽰を設置して運営

（他園芸博覧会規則参考） 
 主催者は、公式参加者の展⽰に要する費⽤の削減に

向け⽀援を検討（AIPH 規則第 15 条） 
⾮公式参加者 企業・ 

⾃治体等 
パビリオン内
での展⽰ 

 主催者は、屋内展⽰スペースを⾮公式参加者に提供
（他園芸博覧会規則参考） 
 主催者は、⾮公式参加者の展⽰に要する費⽤の削

減に向け⽀援を検討（AIPH 規則第 15 条） 
 ⾮公式参加者は、各⾃の経費で展⽰を設置して運営

（他園芸博覧会規則参考） 

【横浜国際園芸博覧会における出展条件（案）】 

※一般営業参加者の費用負担等の条件は、主催者との個別の契約で別途定めることとなる。 
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 庭園・花き等 

国際園芸博覧会に関する AIPH の目的（AIPH 規則第 1 条）に示されるとおり、本博覧会の開催によ

り、花き・園芸に係る産業の発展、個人や社会にとっての利益として花き・園芸に関する国際的な理解

を高めることが求められている。 

本博覧会では、各国の地域特性や様々な技術を捉えた庭園・花き等の展示を通して、互いの良さを学

び、技術の進展につなげ、国際的に花き・園芸産業が発展するよう取り組む。 

開催国・開催地として、日本・横浜における花き・園芸に係る文化や歴史を発信し、日本の花き・園

芸産業のさらなる発展を進める。 

 庭園 

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、日本の花き・園芸の文化や技術を世界各

国に発信する日本国政府による庭園、世界各国の歴史、文化や風土に応じた参加国による庭園、花き・

園芸産業を支える企業による庭園など、多様な出展者による庭園の出展を想定している。 

各国や地域の風土、文化、伝統の違いから、特徴的な庭園が彩り豊かに展開され、春～秋の開催期間

を通して楽しめるよう、日本の四季を意識し、地域と連携した植替えイベントや、季節に応じたコンペ

ティションなどを展開する。 

庭園の実施主体 庭園の特徴 

主催者 本博覧会を象徴し、テーマを体現 

⽇本国政府 ⽇本国を象徴するとともに、本博覧会の開催国としてテーマを体現 

公式参加者 AIPH 花き・園芸産業の発展、国際的な理解の促進 

国・国際機関 各参加国や国内外の企業などにより、各国各地の⾵⼟、⽂化、伝統

や、花き産業を⽀える技術など、多様な庭園により参加者の特徴を表

現 

⾮公式参加者 

【実施主体ごとの庭園の特徴】 

 
 
 
 
 
 
 
 

【屋外・屋内庭園イメージ（2019 北京・日本出展）】 
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 花き等 

国際園芸博覧会は、国際的なレベルで花や緑を通じた、健康・福祉・環境の向上、園芸技術の向上等

を目的としていることから、花き等の展示は博覧会の核となる重要な位置づけにある。本博覧会におい

ても、高品質な花きや各国・各地の魅力的な植物をはじめ、 先端の育種技術の展示などにより、より

一層の花き・園芸産業の発展を目指し、国際的な花き・園芸産業の発展を進める上で、花き等の展示や

コンペティションの機会を通じて、商業的魅力を高める目的で、参加者によるビジネス交流の機会を設

ける（AIPH 規則第 16 条第 3 項）。 

例えば、会場内を彩る高品質な花々が、会場内（あるいは近隣地域）の圃場でモデル的に生産され、

その生産の場や技術を展示の一環として扱うことや、園芸植物の海外との輸出入及び国内流通の拠点と

して園芸産業の発展に大きな役割を果たした横浜・神奈川の歴史を踏まえ、市内や県内の園芸関連企業

や園芸植物の生産現場訪問を企画することなども考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【花きイメージ（2016 アンタルヤ・日本出展）】 

  




