
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※国際園芸博覧会については【参考１】、委員会については【参考２】参照 
 

【設立総会・記念式典の概要】 
 

１ 開催日時・場所 

令和２年 11 月６日（金） 10:30～11:30（予定） 

経団連会館 ４階 ダイアモンドルーム（東京都千代田区大手町１－３－２） 

 

２ 当日の予定（主な内容） 

(1) 設立総会 

・2027 国際園芸博覧会推進委員会の設立について 

・委員会の組織体制、令和２年度 事業計画・収支予算（案） 

・会長・会長代行・顧問挨拶、副会長紹介 

(2) 記念式典 

・会長挨拶 

・来賓紹介・挨拶 

・推進ロゴマーク発表、記念撮影  ※推進ロゴマークについては【参考３】参照 

 

３ 役員名簿（当日の出席者は調整中）         （役職順・団体名 五十音順。敬称略） 

委員会役職 団体名 役職 氏名 

会長 一般社団法人 日本経済団体連合会 会長 中西 宏明 

会長代行 横浜市 市長 林 文子 

会長代行 横浜商工会議所 会頭 上野 孝 

副会長 一般社団法人 神奈川経済同友会 代表幹事 大矢 恭好 

副会長 一般社団法人 神奈川県経営者協会 会長 石渡 恒夫 

副会長 一般社団法人 神奈川県商工会議所連合会 会頭 上野 孝 

副会長 一般社団法人 日本造園建設業協会 会長 和田 新也 

顧問 神奈川県 知事 黒岩 祐治 

顧問 公益社団法人 経済同友会 代表幹事 櫻田 謙悟 

顧問 日本商工会議所 会頭 三村 明夫 

  ※委員会名簿については【参考４】参照 

 

４ 取材について 

  別添【取材のご案内】をご参照ください。 

（裏面あり） 

令 和 ２ 年 1 0 月 2 2 日 
都市整備局国際園芸博覧会推進課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

「2027 国際園芸博覧会推進委員会」を設立します！ 

2027 年の横浜における国際園芸博覧会の開催に向け、博覧会協会（仮称）の設立準備や全国的な機運

醸成等を目的とした「2027 国際園芸博覧会推進委員会」を令和２年 11 月６日（金）に設立します。 

設立総会・記念式典については、経団連会館で開催します。 

また記念式典では、国際園芸博覧会の開催をＰＲするための「推進ロゴマーク」を発表します。 

なお当日は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底するとともに、役員のみの出席とします。 



 

 

５ 参考 

 

【参考１】国際園芸博覧会について 

横浜における国際園芸博覧会は、国内では 1990 年に大阪で開催された「国際花と緑の博覧会（花

の万博）」以来の A1 クラス（国家的プロジェクトとなる国際園芸博覧会）となります。 

A1 クラスの博覧会を開催するためには、国際園芸家協会（AIPH）の承認と、博覧会国際事務局（BIE）

の認定が必要です。横浜市は 2019 年に AIPH に対し 2027 年の開催申請を行い、承認を受けています。 

 

◆横浜における国際園芸博覧会の概要 

開催場所：横浜市 旭区・瀬谷区 旧上瀬谷通信施設 

開催期間：2027 年３月～2027 年９月 

会場規模：80～100ha を想定 

来場者数：1,500 万人以上（見込み） 

メインテーマ：幸せを創る明日の風景 

Scenery of The Future for Happiness 

 

◆旧上瀬谷通信施設の概要 

・旧上瀬谷通信施設は、2015 年６月に返還された米軍施設

の跡地です。 

・面積は約 242ha であり、首都圏でも貴重な広大な土地です。 

・東名高速道路や保土ケ谷バイパスに近接しており、広域

で交通利便性が高い地区です。 

・地区内は横浜市内でも有数のまとまった農地があり、周

辺には市民の森があるなど豊かな緑が広がっています。 

 

【参考２】2027 国際園芸博覧会推進委員会について 

行政機関、経済界、各種団体等の協力により、2027 年の横浜における国際園芸博覧会の開催組織

（博覧会協会（仮称））の設立準備等を行うとともに、全国的な機運醸成等を図ることを目的とする

組織です。 

 

【参考３】推進ロゴマークについて 

「推進ロゴマーク」は、2027 年の横浜における国際園芸博覧会の開催をＰＲし、全国的な機運醸成

を進めるために作成し、将来、博覧会協会（仮称）により公式ロゴマークが作成されるまでの間、活

用する予定です。 

 

◆国際園芸博覧会の詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/engeihaku/top.html 
 

  

お問合せ先 

（委員会・総会等について）都市整備局国際園芸博覧会推進課 担当課長 甲斐 泰夫 Tel 045-225-8714 

（推進ロゴマークについて）都市整備局国際園芸博覧会推進課 担当課長 後藤 勝  Tel 045-225-8928 

※本件は、神奈川県と同時発表です。 



 

 

【参考４】2027 国際園芸博覧会推進委員会 名簿 
 

 

（令和２年10月22日時点。役職順・団体名 五十音順。敬称略）

団体名 役職 氏名

会長 一般社団法人 日本経済団体連合会 会長 中西 宏明

会長代行 横浜市 市長 林 文子

会長代行 横浜商工会議所 会頭 上野 孝

副会長 一般社団法人 神奈川経済同友会 代表幹事 大矢 恭好

副会長 一般社団法人 神奈川県経営者協会 会長 石渡 恒夫

副会長 一般社団法人 神奈川県商工会議所連合会 会頭 上野 孝

副会長 一般社団法人 日本造園建設業協会 会長 和田 新也

顧問 神奈川県 知事 黒岩 祐治

顧問 公益社団法人 経済同友会 代表幹事 櫻田 謙悟

顧問 日本商工会議所 会頭 三村 明夫

神奈川県議会 議長 嶋村 ただし

神奈川県市議会議長会 会長 保田 建一郎

神奈川県市長会 会長 本村 賢太郎

神奈川県町村会 会長 冨田 幸宏

神奈川県町村議会議長会 会長 伊東 圭介

国際園芸博覧会の横浜誘致を成功させる横浜市会議員の会 会長 横山 正人

国際園芸博覧会横浜誘致推進協議会 会長 林 文子

独立行政法人 国際協力機構 理事長 北岡 伸一

公益財団法人 国際花と緑の博覧会記念協会 会長 御手洗 冨士夫

一般社団法人 コンピュータエンターテインメント協会 会長 早川 英樹

一般社団法人 全国農業協同組合中央会 代表理事会長 中家 徹

一般社団法人 電気通信事業者協会 会長 宮内 謙

日本放送協会 会長 前田 晃伸

日本花き振興協議会 会長 磯村 信夫

公益社団法人 日本家庭園芸普及協会 会長 坂田 宏

公益社団法人 日本観光振興協会 理事長 久保田 穣

一般社団法人 日本建設業連合会 会長 山内 隆司

一般社団法人 日本公園緑地協会 会長 有路 信

一般社団法人 日本種苗協会 会長 金子 昌彦

一般社団法人 日本新聞協会 会長 山口 寿一

一般社団法人 日本造園建設業協会 顧問 藤巻 司郎

公益社団法人 日本バス協会 会長 三澤 憲一

独立行政法人 日本貿易振興機構 理事長 佐々木 伸彦

一般社団法人 日本民営鉄道協会 会長 和田林 道宜

一般社団法人 日本民間放送連盟 会長 大久保 好男

一般社団法人 バイオ産業情報化コンソーシアム 会長 赤羽 浩一

一般社団法人 不動産協会 理事長 菰田 正信

横浜市会 議長 横山 正人

日本公認会計士協会 神奈川県会 会長 太田 眞晴

オブザーバー 国土交通省

農林水産省
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【取材のご案内】 
 

取材のご希望については、令和２年 11 月４日（水）18:00 までに取材申込用紙により、「2027 国際

園芸博覧会推進委員会 設立総会・記念式典」PR 事務局までメール又は FAX でお申し込みください。 

 

１ 注意事項 

・プレス受付は 10 時から開始し、カメラ位置は先着順とさせていただきます。 

・10 時 20 分からメディアブリーフィングを行います。 

・総会開催中は、会場に途中入場はできません。プレス控室にモニターをご用意します。 

・本イベントで撮影された映像・写真は本イベントの報道を目的とした使用に限らせていただきます。 

 

２ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 

・感染拡大防止対策のため、ご来場者全員に受付での検温実施とマスク着用をお願いいたします。 

・37.5 度以上の発熱が確認された場合や、体調がすぐれない場合等はご参加をお控えいただくよう、

ご理解ご協力をお願いいたします。 

・今後の新型コロナウイルス感染状況や政府方針、社会情勢等を考慮し、設立総会・記念式典を縮小・

中止等させていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

「2027 国際園芸博覧会推進委員会 設立総会・記念式典」PR 事務局 宛 

（担当：株式会社サステナブル 塩崎、有山、牛原） 

 

【取材申込用紙】 
 

◆メール：engeihaku_yokohama_pr@sustainable.co.jp 

◆FAX：03-3376-6663    ◆電話：03-6276-3880 
 

取材希望 
□設立総会・記念式典   □設立総会のみ 

□記念式典のみ      □YouTube ライブ配信視聴 

媒体名／番組名  

貴社名  部署名  

ご芳名（全員分）  

電話  携帯  

FAX  メール 
 

※YouTube ライブご視聴希望の方は必ずご記入願います。 

撮影 □ ムービー（ENG/デジタル）   台 / □ スチール   台 
※カメラ位置は先着順とさせていただきます。 

備考／ご要望  

 

 


