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 組織・資金計画 
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 組織計画 

 組織計画の基本的な考え方 

2020 年４月から、横浜市都市整備局に「上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進室」を設置し、国際園芸博

覧会に係る業務を行っている。 

2020 年 11 月には、全国的な推進組織である「2027 国際園芸博覧会推進委員会」が設立され、事務局

機能を横浜市都市整備局に置いて、開催組織の設立準備、全国的な機運醸成等の委員会事務を行ってい

る。 

国際園芸博覧会の開催組織（博覧会協会）は、2021 年度中（秋以降）の設立を想定しており、法人形

態としては、特定の目的のために集まった人から構成される「一般社団法人」を想定し、将来的には、

公益法人化を目指していく。 

法人事務局の組織、運営については、今後詳細な検討を行いながら、2027 年の開催に向けて十分な組

織体制を段階的に構築していく。特に、花き、園芸、農業など園芸博ならではの専門的な分野、感染症

対策等の危機管理分野の体制を着実に確保していく。 

過去博の組織体制を参考にしつつ、ポストコロナ時代の働き方を踏まえた、効率的で効果的な未来志

向の組織、運営形態を検討していく。 

 組織計画のイメージ 

組織計画については、次に示すイメージ図の通り、2027 年の開催年に向けて、段階的に体制を構築し

ていく。 

設立当初においては、本格的な法人活動の準備のための総務担当、機運醸成・BIE 調整等に対応する

ための広報・国際担当を設置する。2022 年度から 2026 年度にかけては、事業、出展、会場建設、植栽、

交通、輸送などに必要な準備体制を段階的に配置し、開催年においては、管理、運営、警備面など開催

期間中の円滑な運営に対応できる体制を確保していく。 

 

【組織計画のイメージ図】 
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 資金計画 

 資金計画の概要 

本博覧会の資金計画は、「会場建設費」及び「運営費」により構成される。 

会場建設費は 320 億円を見込み、財源は、過去に日本で開催された国際園芸博覧会の例から、国、地

方公共団体、民間からの拠出等が考えられるが、さらに、民間投資を呼び込むなど、新たな財源確保手

法の検討が必要である。 

運営費は、360 億円を見込み、財源は、入場券売上、営業施設（飲食・物販事業者からのロイヤリテ

ィ等を充てる。 

 

                        単位:億円 

収⼊  ⽀出 

国 

地⽅公共団体 

⺠間 

会場建設費 

 
320 

 計 320 
 

⼊場料 243 運営費 

 

 

360 

 

 

 

出展料収⼊ 9 

営業権利⾦収⼊ 26 

売上納付⾦収⼊ 8 

付帯事業収⼊ 38 

輸送事業収⼊ 36 

 計 360 

                  

【資金計画の概要】 
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 会場建設費 

 費用内訳 

会場建設費は、基礎施設整備費、修景整備費、展示館整備費、観客施設整備費、管理施設整備費、施

設撤去及び復旧費等の計 320 億円である。また、会場外の道路整備、土地造成費用など関連事業費は、

地元自治体等が負担するため、この会場建設費には含まれていない。 

 
 

単位：億円 

内訳 ⾦額 

基礎施設整備 51 

修景整備 35 

展⽰館整備 38 

観客施設整備 61 

管理施設整備 64 

施設撤去及び復旧等 71 

計 320 

【会場建設費の概要】  

 

内訳 内容 

基礎施設整備 園路、広場の舗装、給排⽔・電気設備⼯事 等 

修景整備 庭園・花壇・緑地の整備 等 

展⽰館整備 国際展⽰館、テーマ館、屋内・屋外花展⽰整備費 等 

観客施設整備 飲⾷・物販・サービス施設（トイレ、インフォメーション、救護室等）整備費 等 

管理施設整備 管理施設（管理棟、警護施設、清掃施設等）の整備費 等 

施設撤去及び復旧等 仮設施設の解体撤去費 等 

【会場建設費の内訳の説明】 
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 財源 

財源は、過去に日本で開催された国際園芸博覧会の例から、国、地方公共団体、民間からの拠出等が

考えられるが、さらに、民間投資を呼び込むなど、新たな財源確保手法の検討が必要である。寄付金等

の具体手法については、2027 国際園芸博覧会推進委員会や 2021 年設立予定の博覧会協会において検討

していく。 

 キャッシュアウト 

会場建設費 320 億円を見込むが、キャッシュアウトは、工事が始まる 2024 年度から開催年度の 2026

年度がピークとなり、施設撤去及び復旧等は 2028 年度までかかる見込みである。 

 
▼協会設立                     ▼開催 

内訳 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 合計 
基礎施設整備 0 0 0 9 19 23 0 0 51 
修景整備 0 0 0 10 10 15 0 0 35 
展⽰館整備 0 0 0 12 12 14 0 0 38 
観客施設整備 0 0 0 18 18 25 0 0 61 
管理施設整備 0 0 0 19 19 26 1 0 64 
施設撤去及び復旧等 0 4 13 10 3 1 19 20 71 
計 0 4 13 78 81 104 20 20 320 

 

【会場建設費のキャッシュアウト】 
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 商業活動 

 商業活動の方針 

国際博覧会の過度な商業主義的運営を避けることを前提としながら、資金計画をより実行性のあるも

のとするために、適切な規模・内容の商業活動を行い、本博覧会の運営費の財源を確保する。 

商業活動の収入（運営費の財源）は、360 億円と見込んでいる。 

その内訳は、入場券売上 243 億円、出展料収入 9 億円、営業権利金収入（営業施設の出店料）26 億円、

売上納付金（営業施設の売上ロイヤリティ）8 億円、付帯事業収入（ライセンス・関連商品等）38 億円、

その他（輸送事業収入等）36 億円である。 

 

 
※上記にスポンサー収入は見込まない 

【運営費の財源】 
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 商業活動の計画 

 

本博覧会の主な収入源は、入場券の売上である。入場券の販売対象である想定来場者数（有料来場者

数）は 1,000 万人と想定しており、入場券の価格については、大人当日入場券 3,500 円、平均単価 2,430

円を想定している。平均単価については、チケット収入 243 億円を 1000 万人で割り戻して算出した。 

平日や入場時間を限定した入場券の導入は、来場者を分散させることにより会場の混雑を緩和し、本

博覧会における需給を 適化する有効な手段となり得る。また、特定のターゲットに対する割引入場券

（全期間パスポート、特別割引券等）の導入は、広く多くの来場者を呼び込むためのインセンティブと

なり得る。これらを考慮しながら様々なタイプの入場券を提供し、来場者の満足度の 大化と本博覧会

の円滑な運営を実現していく。 

現在の資金計画では、愛・地球博と同じ入場券種や券種別販売割合、年齢区分別（大人、中人、小人

及びシニア）販売割合をもとに試算しているが、今後、来場者数の予測やニーズの把握、価格が需要に

及ぼす影響度の検証を行い、新たにオンライン参加の一部でも同様に収益化を見込むなど、各券種の単

価を決定する。 

 

種類 概要 

普通券 ⼊場時間の制限がない 1 ⽇券 

前売券 開催⽇前に販売する⼊場券 

パスポート 会期中に何度でも⼊退場可能な⼊場券 

特別割引 障がい者、要介護者及びその介護者を対象とする⼊場券 

時間指定⼊場割引 滞在時間を限定した⼊場券 

【主な入場券の種類】 

 

種類 ⾦額 

普通券︓⼤⼈ 3,500 円 

普通券︓学⽣ 1,900 円 

普通券︓⼦供 1,100 円 

普通券︓シニア 2,800 円 

前売券 2,975 円（15％割引） 

パスポート券 13,300 円 

特別割引券 1,750 円（50％割引） 

団体割引券 2,975 円（15％割引） 

学校団体割引券 1,750 円（50％割引） 

平⽇割引券 3,150 円（10％割引） 

夜間割引券 1,750 円（50％割引） 

※割引率等は、愛・地球博を参考 

【参考・試算のための単価設定】 
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① 出展料収入 

非公式参加者が、屋外展示エリアや屋内展示スペースで出展を行う際に賃料の徴収を検討する。 

なお、AIPH 規則第 13 条 9 項（金銭保障）において、主催者には参加者の展示に要する費用を削減す

ることが求められており、当該賃料の徴収方法については、今後検討する。 

② 水道光熱費等の供給処理施設使用料 

参加者が利用する電気、水道、ガス等の供給処理施設に係るコストは、主催者が参加者から一旦徴収

し、主催者から供給事業者へ支払う。主催者は、現地の市場価格でのサービス提供を確保する。 

 

① 営業権利金収入 

公募で選ばれた一般営業参加者が飲食・物販サービスの営業を行う。一般営業参加者は、参加者自身

で施設を持ち込む形態（施設持込型店舗）や協会施設貸与店舗へ出展する形態がある。一般営業参加者

が、それぞれの形態において設定される敷地使用料や施設使用料を協会に支払う。 

② 売上納付金収入（営業施設の売上ロイヤリティ） 

一般営業参加者は出店費用として、上記の営業権利金のほかに、売上に対する納付金（ロイヤリティ）

を支払う。飲食に関しては、来場者に十分な食事を供給できる飲食施設を設け、飲食施設のタイプにバ

リエーションを設けることにより、来場者の多様なニーズに応える。物販に関しては、本博覧会の関連

グッズを提供する店舗から、来場者の利便性を向上するための日用品や菓子類を提供する店舗まで、来

場者のニーズに対応できるように幅広い種類の物販施設を設ける。 

営業施設の種別や数は、想定来場者数や会場計画の検討を踏まえ、今後、具体的に決定する。 

 

① ライセンス 

主催者は、参加者や消費者向けの本博覧会関連商品を製造・販売できるようにするためのライセンス

を開発する。この仕組みは関連商品の製造・販売を希望する第三者に対して、本博覧会のロゴマーク、

イメージ、テーマ、コンセプトの使用を許可するライセンス契約を提供し、この仕組みにより、本博覧

会の更なる機運醸成を促進させ、ブランド価値向上に貢献することができる。 

ライセンスにより製造・販売される関連商品は、商標法により適切に管理され、不正及び偽造品から

の権利侵害から守られ、商品の品質が保証される。また、ライセンスにより販売された関連商品の売上

の一部は主催者の収益となる。 
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② 関連商品 

本博覧会では、主催者が認める公式の関連商品及びライセンスによる関連商品を提供する。全ての商

品は本博覧会のブランド価値に沿ったものとする。当該関連商品は店舗、流通、オンラインサイト等の

様々なチャネルで販売され、世界中のあらゆる人々に商品との接触機会が提供される。価格帯も幅広く

設定し、いずれの商品も高品質なものを提供する。 

 

会場外施設（パーク・アンド・ライドのターミナル、駐車場等）及び会場内施設（入場ゲート、昇降

施設、休憩所等）の一部を活用した広告収入である。 

 

① 輸送事業収入（駐車場利用収入及び運賃収入） 

会場周辺の渋滞を緩和するためのパーク・アンド・ライドシステムとして主催者が設ける駐車場の利

用料収入や、公共交通の駅から会場を輸送するシャトルバスの乗車運賃の収入である。 

 

② 宿舎等使用料収入 

宿舎等使用料収入は、協会が借り受けた住宅等に入居した公式参加国のスタッフ等から徴収する家賃

等である。 

 

スポンサーは、本博覧会のテーマやコンセプトに賛同し、本博覧会の成功に向けて協力関係を結ぶこ

とができる企業・団体等である。スポンサーが資金や技術等を供出するメリットを創出し、目標金額を

達成するための制度設計と、万博理念の整合性が重要である。 

以下は、現在想定しているスポンサープログラムの内容である。 

 

区分 内容 

パートナー 

 

開催前から開催中の様々な事業の趣旨に賛同して協賛を⾏う企業。 

協賛⾦額に応じて、３階層（ゴールド、シルバー、ブロンズ）に分類する。 

プロバイダー 期間中に、飲⾷・物販等を提供する企業。 

サポーター 期間中に、コンベンションやシンポジウムへの参加ブース出展等の PR 活動を⾏う。 

【スポンサープログラム】 
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商業活動のキャッシュインは、前売り券販売が始まる 2025 年度から生じる。 

 
※上記にスポンサー収入は見込まない 

【商業活動のキャッシュイン】 
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 運営費 

 費用内訳 

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、花き園芸・造

園等の関係団体の参加を得ていくため、国内外に出展を促すための出展対策費や（事業運営費に含まれ

る）、花・樹木の植え替え費、庭園・花壇の維持管理費、栽培員の人件費、光熱水費等（会場運営費に

含まれる）を多く見込む必要がある。また、新たな参加形態に対応し、オンライン参加に係るデジタル

コンテンツ作成費用等の支出を見込む必要がある。 

現時点では、総支出額 360 億円を見込んでいるが、支出項目についてはシャトルバスやパーク・アン

ド・ライドの経費等輸送事業も含めて更なる精査を進める。 

 

【運営費の概要】 

 

内訳 内容 

会場運営費 会場運営管理費、施設管理費、庭園・花壇・緑地の維持管理費、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、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 

⼀般管理費 諸給与費、⼀般管理費、AIPH・BIE 納付⾦、⽀払利息、予備費 等 

その他 輸送事業費（駐⾞場事業、シャトルバス事業）、住宅事業費 等 

【運営費の内訳の説明】 
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 財源 

本博覧会では、入場料収入が中心となる想定をしている。 

運営費のその他の財源には、出展料、営業施設からの収入（営業権利金及び売上納付金収入）、ライ

センス・関連商品、供給処理施設使用料収入（参加者などが使用した実費を徴収する水道光熱費）等を

予定している。このほか、催事などの財源に充当するために幅広い層からスポンサーを募るスポンサー

シップ制度を検討している。 

これらの収入の大半は、開催直前まで発生しない一方、支出は、本博覧会開催計画の策定に要する経

費や機運醸成に要する経費、博覧会協会の職員の給料などの一般管理費が先行して発生している。この

収入が発生するまでの間に必要となる資金の調達は、金融機関からの借入れ等で賄う。 

また、今後の社会情勢等に応じて、出展料収入（主に企業出展）等、会場計画や輸送事業計画を踏ま

えて輸送事業収入等を見直す。 

 

 
※上記にスポンサー収入は見込まない 

【運営費の財源の概要】 
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 キャッシュフロー 

 

 

【運営費（支出）のキャッシュアウト】 

 

 
※上記にスポンサー収入は見込まない 

【運営費（収入）のキャッシュイン】 

  



 
 

172 

 関連事業費 

博覧会開催に向け、土地区画整理事業により造成、基幹インフラ整備等を行い、整備が完了したとこ

ろから順次、都市公園事業等に引き継ぎ、博覧会場として必要な基盤を都市公園事業等により整える。 

あわせて来場者輸送のためアクセス道路の拡幅、新たな交通システムの整備を行うこととしている。 

これらの事業については、事業主体である地元自治体が、会場建設費とは別に、予算措置を行い事業

推進していくとともに、上瀬谷のまちづくりにあわせた民間連携も可能な限り進めていくこととしてい

る。 

 
単位：億円  

種別 概要 ⾦額 

⼟地区画整理事業 造成⼟⼯、地区内道路、基幹インフラ等 153 

都市公園事業 園路広場、植栽、場内インフラ（上下⽔、電気等）、展⽰施設等 250 

都市計画の道路整備 アクセス道路拡幅 等 80 

新たな交通 最寄り鉄道駅と会場を結ぶ中量軌道輸送システムの軌道部分の整備 410 

【関連事業費の概要】 

 

 

【整備スケジュール】 
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 リスク管理計画 
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  リスク管理の目的 

本博覧会の運営の基本は、来場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。 

 

リスク管理の目的 内容 

①事業全体の円滑な推

進 

本博覧会開催における幅広い事業に伴うリスクを総合的に把握・管理し、事

業全体の円滑な推進を図る。 

②安全・安心の実現 1,000 万人に及ぶ国内外からの参加者・来場者の安全を確保し、安心して参

加できる国際園芸博覧会の実現を目指す。 

③危機的事態への迅速

な対応 

自然災害やテロ、サイバーテロ等の危機的事態の発生に備え、人的安全を確

保するとともに、被害規模を 小限に留めて、早期の復旧を図る。 

【本博覧会における事業リスク管理の目的】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

175 

 想定されるリスクの抽出 

本博覧会において想定される事業リスクについて、開催前、開催期間中及び開催後に分けて整理する。

開催後に想定されるリスクでは、レガシーの持続的な展開が困難にならないようにする（財政リスクの

顕在化を防ぐ）ことも含める。 

なお、リスクの洗い出しに当たっては、 近開催された世界規模でのスポーツベント（ラグビーワー

ルドカップ、サッカーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピック等）や（夏を中心に開催さ

れている）音楽フェスティバル等を参考にする。 

  
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 

【本博覧会において想定される事業リスク】 

 

 想定されるリスクの対処方針 

本博覧会の事業推進においては、前節で概観した通り大小さまざまな事業リスクを内在しており、そ

れらに対して一律に対策を打つことはコスト（時間、費用、人材等）的に負担が大きい。そこで、想定

されるリスクを、事業継続性への影響度等の観点から、重要度の重みづけを行うこととする。なお、リ

スクの重要度の判断には、発生頻度、事業継続への影響の大きさ、影響範囲、来場者数への影響等の観

点が考えられる。 

重要度が高いリスクが顕在化することを避けるべく、平常時から発生抑制策を打っておくことが重要

であるが、万が一リスクが顕在化した場合は、その被害を 低限に留める計画を入念に準備する方針と

する。 
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 リスク管理に向けた組織のあり方 

リスク管理に当たっては、リスク全体を統括する統括機関と、博覧会協会の組織構成をベースとした

事務局機関を重ねた形を検討する。また、必要に応じて政府をはじめ県、市などとの連携を図る。 

 

① リスク全体を統括する統括機関 

 統括機関としてリスク管理委員会（仮称）を設置し、リスク管理に当たっての意思決定や判断をする。

また、顕在するリスクの内容に応じて、外部機関や有識者等と連携した会議体を設置する。 

 

② 博覧会協会の組織体制をベースとした事務局機関 

博覧会協会の組織体制をベースとして、各事業部にリスク担当者を設置し、各事業部で対峙するリス

クを把握・調整する。また、各リスク担当者が参加する会議体を設置し（リスク管理事務局が運営する

等）、担当者間の連絡・調整・協議を行う。 

 

 

【リスク管理に向けた組織のあり方（イメージ図）】 
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