
 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年度事業報告書 
 

 

 

 

 

 

 

自 ２０１９年４月 １日 

至 ２０２０年３月３１日 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

【一般社団法人】 

２０１９年度事業報告書 

 
 

 

 

 

 

 

 

自 ２０１９年  ４月 １日 

至 ２０１９年１０月２０日 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 

 

  



 

一般社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 

２０１９年度事業報告書 

（２０１９年４月１日から２０１９年１０月２０日まで） 

 

 

１ 博覧会の計画に関する事業の準備 

（１）登録申請書及び基本計画の策定に向けた準備 

開催計画の具体化に向けた必要な準備を着実に進めた。 

  

（２）各種計画の策定に向けた準備 

会場整備計画、事業計画、交通対策・輸送計画及び催事・儀典行事計画等の各種計画の

策定に向けた必要な準備を進めた。 

 

 （３）環境影響評価手続きの準備 

環境影響評価方法書の作成に向けた準備を進めた。 

 

２ その他博覧会に関する事業の準備 

（１）広報・啓発活動 

  公式ホームページ及びオンラインプラットフォームを開設、記者会見の実施やシンポジ

ウムの開催等国内外メディア対応を行うなど、各種ＰＲを行うとともに、各種広報ツール・

活動手法の検討を行った。 

 

（２）博覧会国際事務局（BIE）等国際関係調整 

博覧会国際事務局（BIE）との必要な連絡・調整を行った。 

 

 （３）参加国招聘に向けた広報活動 

    在日外国公館等に対し大阪・関西万博について説明を行った。また、Ｇ２０やＴＩＣＡ

Ｄ（アフリカ開発会議）等の機会を活用してＰＲを行った。 

 

３ 事務局体制の整備・強化と財政基盤の確立に向けた検討 

（１）事務局体制の整備・強化 

  関係規程等の整備を着実に行うとともに、事務局体制の整備・強化を進め、今後の組織

や運営体制のあり方等の検討を行った。 

 

（２）公益社団法人への移行 

    公益社団法人への移行に向けた準備を進め、関係省庁との調整を行った。 

 



 

（３）２０２０年度ＪＫＡ補助事業の申請  

２０２０年度公益財団法人ＪＫＡ 公益事業振興補助事業の補助交付要望を申請した。 

 

（４）財政計画の策定と予算の効率化・効果的な執行 

財政計画の策定に向けた準備を行うとともに、予算の効率的かつ効果的な執行体制の整

備に向けた検討を行った。 

 

４ 社員総会・理事会の開催 

（１）臨時社員総会（２０１９年５月１５日） 開催場所：ＫＫＲホテル東京 

  審議事項 

・理事の選任の件 

・常勤理事の報酬の件 

 報告事項 

・2019年度事業計画書 

・2019年度収支予算書 

・資金調達及び設備投資の見込み 

   出 席 等 

    全議決権数１１、決議に必要な議決権数６、有効議決権数１１ 

理事出席６名、欠席５名、監事出席２名 

 

（２）理事会（２０１９年５月１５日） 開催場所：ＫＫＲホテル東京 

   審議事項 

    ・副会長、事務総長及び副事務総長の選定の件 

・代表理事の選定の件 

・業務執行理事の選定の件 

・会長職を代行する副会長、事務総長及び副事務総長の順序を定める件 

     ・副事務総長の職務権限規程の承認の件 

     ・2019年度補正収支予算書等の承認の件 

     ・一般法人法における業務執行の決定を理事に委任できない事項の基準の件 

    ・2018年度決算に係る計算書類等の承認の件 

・一般社団法人２０２５年日本国際博覧会協会事務局組織規程の一部変更の件 

・平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に 

 関する法律第十四条に基づく博覧会協会の指定申請の件 

     ・次回定時社員総会の件 

出 席 等 

    決議に必要な出席理事の数８名、出席９名、欠席５名、監事出席２名 

 



 

（３）理事会（２０１９年６月１８日） 開催方法：決議省略の方法による 

審議事項 

・臨時社員総会を開催することなく、総会の目的事項について決議の省略を行う件 

 

出 席 等 

      提案書に対し、理事１４名全員の書面による同意及び監事２名全員の書面による確 

    認の意思表示を得た日をもって、理事会の決議があったものとみなされた。 

 

（４）定時社員総会（２０１９年６月２１日） 開催方法：決議省略の方法による 

審議事項 

・2018年度決算に係る計算書類の承認の件 

報告事項 

・2019年度補正収支予算書、事業計画書等の件 

・2018年度事業報告の件 

出 席 等 

     提案書に対し、社員１１名全員の書面による同意の意思表示を得た日をもって、理 

    事会の決議があったものとみなされた。 

 

（５）社員総会（２０１９年７月５日） 開催方法：決議省略の方法による 

  審議事項 

・理事の選任の件 

・常勤理事の報酬の件 

出 席 等 

提案書に対し、社員１１名全員の書面による同意の意思表示を得た日をもって、理 

    事会の決議があったものとみなされた。 

 

（６）理事会（２０１９年７月５日） 開催方法：決議省略の方法による 

    審議事項 

・理事の報酬額決定の件 

・副事務総長の選定の件 

・業務執行理事の選定の件 

・会長職を代行する順位を副会長、事務総長及び副事務総長の順と定める件 

・副事務総長に係る職務権限規程の改正の件 

出 席 等 

提案書に対し、理事１４名全員の書面による同意及び監事２名全員の書面による確    

     認の意思表示を得た日をもって、理事会の決議があったものとみなされた。 

 



 

（７）理事会（２０１９年１０月３日） 開催方法：決議省略の方法による 

審議事項 

・臨時社員総会の開催に関する件 

    出 席 等 

      提案書に対し、理事１５名全員の書面による同意及び監事２名全員の書面による確 

    認の意思表示を得た日をもって、理事会の決議があったものとみなされた。 

 

５ 役員就退任 

・２０１９年４月２６日 理事及び副会長退任（小林喜光氏） 

・２０１９年５月１４日 理事及び副会長退任（黒田章裕氏） 

・２０１９年５月１５日 代表理事及び事務総長就任（石毛博行氏） 

理事及び副会長就任 

（池田博之氏、櫻田謙悟氏、吉村洋文氏、松井一郎氏） 

理事就任（竹内廣行氏、櫟真夏氏） 

・２０１９年５月２８日 副事務総長就任（櫟真夏理事） 

・２０１９年６月 １日 副事務総長就任（竹内廣行理事） 

・２０１９年７月 ５日 理事及び副事務総長就任（森清氏） 

 

６ 事務局体制  

・２０１９年 ４月 １日 職員２６名から４９名に増員 

・２０１９年 ５月 １日 職員５０名に増員 

・２０１９年 ５月１５日 職員５２名に増員 

・２０１９年 ５月２８日 総務局、企画局、整備局及び国際局の４局体制に拡充 

・２０１９年 ６月 １日 職員６２名に増員 

・２０１９年 ７月 １日 職員８２名に増員 

・２０１９年 ７月 ５日 職員８４名に増員 

・２０１９年 ７月 ９日 職員８６名に増員 

・２０１９年 ７月１６日 職員９２名に増員 

・２０１９年 ８月 １日 職員１０６名に増員 

・２０１９年 ８月 ９日 職員１０５名に減員 

・２０１９年 ９月 １日 職員１０７名に増員 

・２０１９年１０月 １日 職員１１３名に増員 

 

７ 主な契約案件 
（１）２０２５年日本国際博覧会 基本計画策定調査業務 

・契約の相手方  株式会社三菱総合研究所 

・契約金額    107,546,400円 

・契約期間    ２０１９年７月４日～２０２０年９月３０日 



 

 

（２）２０２５年日本国際博覧会 会場基本計画策定調査業務 

  ・契約の相手方  日建設計総合研究所・日建設計・日建設計シビル共同企業体 

・契約金額    339,942,020円 

・契約期間    ２０１９年７月２９日～２０２０年３月２３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

事業報告書の附属明細書 

 

 

 

２０１９年度事業報告（２０１９年４月１日から２０１９年１０月２０日まで）には、「一

般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する附属

明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」として記載すべきことはない。 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

【公益社団法人】 

２０１９年度事業報告書 

 
 

 

 

 

 

 

 

自 ２０１９年１０月２１日 

至 ２０２０年 ３月３１日 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 

 

  



 

 

 

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 

２０１９年度事業活動概況報告書 

（２０１９年１０月２１日から２０２０年３月３１日まで） 

 

 

１ 博覧会の計画に関する事業の準備 

（１）登録申請書及び基本計画の策定に向けた準備 

・登録申請書の計画的な準備 

２０２０年６月に開催予定の BIE総会で、本登録申請の承認を目指すために必要な 

準備を着実に進めた。 

２０１９年１２月２０日 BIE事務局に対して登録申請を行うことを閣議決定 

２０１９年１２月２７日 BIE事務局に登録申請書を提出 

・基本計画の策定に向けた着実な準備の推進 

基本計画策定に向けた必要な準備を着実に進めた。 

２０１９年１１月～２０２０年３月 PLL促進会議を実施すると共に企業等への 

提案募集を実施 

  

（２）各種計画の策定に向けた計画的な準備 

会場整備計画、交通対策・輸送計画等の各種計画の策定に向けた必要な調査や検討等を

進めた。 

 

 （３）環境影響評価手続きの準備 

環境影響評価方法書を作成し、大阪市に提出した。また、準備書作成に向けて現況調査に

着手した。 

 

２ その他博覧会に関する事業の準備 

（１）広報・啓発活動 

  公式ホームページ等による発信、記者会見の実施やシンポジウムの開催等国内外メディ

ア対応、ロゴマーク公募、SDGs共創事業の立ち上げ、アンバサダー選任を行うなど、各種

ＰＲを行うとともに、各種広報ツール・活動手法の検討を行った。 

 

（２）博覧会国際事務局（BIE）等国際関係調整 

   ２０１９年１１月２７日 第１６６回 BIE総会 

総会において BIE加盟国に対し、大阪・関西万博の進捗報告を行い、博覧会国際事務局

（BIE）との必要な連絡・調整を行った。 

また、ドバイ国際博覧会公社と協力協定を締結した。 

 



 

 

 

 （３）参加国招聘に向けた広報活動 

    在日外国公館等に対し大阪・関西万博について説明を行った。 

 

３ 事務局体制の整備・強化と財政基盤の確立に向けた検討 

（１）事務局体制の整備・強化 

  関係規程等の整備を着実に行うとともに、事務局体制の整備・強化を進め、今後の組織

や運営体制のあり方等の検討を行った。 

 

（２）公益社団法人への移行及び指定寄附金に関する指定申請 

    関係省庁との調整を行った結果、２０１９年１０月２１日付けで公益認定を取得し、公

益社団法人へ移行した。また、２０２０年１月２０日付けで指定寄附金の指定を受けた。 

 

（３）財政計画の策定と予算の効率化・効果的な執行 

財政計画の策定に向けた準備を行うとともに、予算の効率的かつ効果的な執行体制の整

備に向けた検討を行った。 

財務委員会を設立し、委員長・副委員長等を選任するとともに、寄附基本方針、寄附募

集計画を策定、承認の上、当年度中に寄附を検討している各企業に対し寄附依頼を開始。 

 

４ 社員総会・理事会の開催 

（１）臨時社員総会（２０１９年１０月２３日） 開催場所：LEVEL XXI 東京會舘 

  審議事項 

・定款の改正の件 

・理事の選任の件 

・役員の報酬等並びに費用に関する規程の改正の件 

 報告事項 

・社員総会運営規程の名称変更の件 

   出 席 等 

    全議決権数１１、決議に必要な議決権数６、有効議決権数１１ 

理事出席８名、欠席７名、監事出席２名 

 

（２）理事会（２０１９年１０月２３日） 開催場所：LEVEL XXI 東京會舘 

   審議事項 

    ・重要財産の処分及び譲受けの件 

・事務決裁規程の改正の件 

・財務委員会の設置及び委員の選任の件 

・ロゴマーク選考にかかる審査手続きの件 

 報告事項 



 

 

 

・会長、事務総長及び副事務総長の職務の執行状況の件 

・理事会運営規程、事務局組織規程、職員就業規程及び副事務総長の職務権限規程の

名称変更の件 

出 席 等 

    決議に必要な出席理事の数１０名、出席１０名、欠席８名、監事出席２名 

 

 

（３）理事会（２０１９年１２月１３日） 開催場所：ＫＫＲホテル東京 

   審議事項 

    ・財務委員会にかかる委員の選任の件 

・指定寄附金の指定申請の件 

 報告事項 

・登録申請書の提出の件 

・シニアアドバイザーの就任の件 

・「アンバサダー」及び「スペシャルサポーター」の設置の件 

出 席 等 

    決議に必要な出席理事の数１０名、出席１１名、欠席７名、監事出席２名 

 

（４）理事会（２０２０年２月７日） 開催方法：決議省略の方法による 

審議事項 

・２０２５年日本国際博覧会寄付金募集基本方針及び寄付募集計画の策定の件 

出 席 等 

      提案書に対し、理事１８名全員の書面による同意及び監事２名全員の書面による確 

    認の意思表示を得た日をもって、理事会の決議があったものとみなされた。 

 

（５）理事会（２０２０年３月１６日） 開催方法：決議省略の方法による 

審議事項 

・２０２０年度の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した 

 書類の承認の件 

・公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会事務局組織規程の一部改定の件 

・副事務総長の職務権限規程の改定の件 

・業務執行理事の役員報酬の改定の件 

・財務委員会にかかる委員の選任の件 

・重要財産の処分及び譲受けの基準の改定の件 

・事務決裁規程の改定の件 

    報告事項 

     ・会長、事務総長及び副事務総長の職務の執行状況の件 



 

 

 

出 席 等 

      提案書に対し、理事１８名全員の書面による同意及び監事２名全員の書面による確 

    認の意思表示を得た日をもって、理事会の決議があったものとみなされた。 

 

 

５ 役員就退任 

 ・２０１９年１０月２３日 理事就任（寺田千代乃氏、髙橋政代氏、池坊専好氏） 

・２０２０年 ３月３１日 理事及び副会長退任（立石義雄氏） 

 

６ 事務局体制  

 ・２０１９年１１月 １日 職員１１４名に増員 

  ・２０２０年 ３月 １日 職員１１５名に増員 

 ・２０２０年 ３月２５日 職員１１６名に増員 

 ・２０２０年 ３月２６日 職員１１８名に増員 

 

７ 主な契約案件 
（１）ドバイ博日本館大阪万博ＰＲコーナー設営等業務 

・契約の相手方  株式会社電通ライブ 

・契約金額    １７１，３６２，９２３円 

・契約期間    ２０１９年１２月１日～２０２１年６月３０日 

 

８ 資金の確保  
（１）寄附金収入       ９，５０９，３１０，０００円  

  1 一般寄附金            ２４，３１０，０００円  

2 特別寄附金      ９，４８５，０００，０００円  

  ※現物寄附は除く 

 

（２）補助金収入           ３３８，８４５，４２０円  
1 国庫補助金           １６９，４２２，７１０円  

2 地方公共団体補助金等   １６９，４２２，７１０円  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 

 

 

事業報告書の附属明細書 

 

 

 
 ２０１９年度事業報告（２０１９年１０月２１日から２０２０年３月３１日まで）には、

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する

附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」として記載すべきことはない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）【通期】 

２０１９年度事業報告書 

 
 

 

 

 

 

 

 

自 ２０１９年  ４月 １日 

至 ２０２０年 ３月３１日 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 

 

  



 

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 

２０１９年度事業報告書 

（２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで） 

 

 

１ 博覧会の計画に関する事業の準備 

（１）登録申請書及び基本計画の策定に向けた準備 

開催計画の具体化に向けた必要な準備を着実に進めた。 

・登録申請書の計画的な準備 

２０２０年６月に開催予定の BIE総会で、本登録申請の承認を目指すために必要な 

準備を着実に進めた。 

２０１９年１２月２０日 BIE事務局に対して登録申請を行うことを閣議決定 

２０１９年１２月２７日 BIE事務局に登録申請書を提出 

・基本計画の策定に向けた着実な準備の推進 

基本計画策定に向けた必要な準備を着実に進めた。 

２０１９年１１月～２０２０年３月 PLL促進会議を実施すると共に企業等への 

提案募集を実施 

  

（２）各種計画の策定に向けた計画的な準備 

会場整備計画、事業計画、交通対策・輸送計画及び催事・儀典行事計画等の各種計画の 

策定に向けた必要な調査や検討等を進めた。 

 

 （３）環境影響評価手続きの準備 

環境影響評価方法書を作成し、大阪市に提出した。また、準備書作成に向けて現況調査に 

着手した。 

 

２ その他博覧会に関する事業の準備 

（１）広報・啓発活動 

  公式ホームページ等による発信、オンラインプラットフォームの開設、記者会見の実施

やシンポジウムの開催等国内外メディア対応、ロゴマーク公募、SDGs共創事業の立ち上げ、

アンバサダー選任を行うなど、各種ＰＲを行うとともに、各種広報ツール・活動手法の検

討を行った。 

 

（２）博覧会国際事務局（BIE）等国際関係調整 

   ２０１９年１１月２７日 第１６６回 BIE総会 

総会において BIE加盟国に対し、大阪・関西万博の進捗報告を行い、博覧会国際事務 

局（BIE）との必要な連絡・調整を行った。また、ドバイ国際博覧会公社と協力協定を 



 

締結した。 

 

 （３）参加国招聘に向けた広報活動 

    在日外国公館等に対し大阪・関西万博について説明を行った。また、Ｇ２０やＴＩＣＡ 

Ｄ（アフリカ開発会議）等の機会を活用してＰＲを行った。 

 

３ 事務局体制の整備・強化と財政基盤の確立に向けた検討 

（１）事務局体制の整備・強化 

  関係規程等の整備を着実に行うとともに、事務局体制の整備・強化を進め、今後の組織

や運営体制のあり方等の検討を行った。 

 

（２）公益社団法人への移行及び指定寄附金に関する指定申請 

    公益社団法人への移行に向けた準備を進め、関係省庁との調整を行った。 

   結果、２０１９年１０月２１日付けで公益認定を取得し、公益社団法人へ移行した。また、

２０２０年１月２０日付けで指定寄附金の指定を受けた。 

 

 （３）２０２０年度ＪＫＡ補助事業の申請 

    ２０２０年度公益財団法人ＪＫＡ 公益事業振興補助事業の補助交付要望を申請した。 

 

（４）財政計画の策定と予算の効率化・効果的な執行 

財政計画の策定に向けた準備を行うとともに、予算の効率的かつ効果的な執行体制の整

備に向けた検討を行った。 

財務委員会を設立し、委員長・副委員長等を選任するとともに、寄附基本方針、寄附募

集計画を策定、承認の上、当年度中に寄附を検討している各企業に対し寄附依頼を開始。 

 

４ 社員総会・理事会の開催 

（１）臨時社員総会（２０１９年５月１５日） 開催場所：ＫＫＲホテル東京 

  審議事項 

・理事の選任の件 

・常勤理事の報酬の件 

 報告事項 

・2019年度事業計画書 

・2019年度収支予算書 

・資金調達及び設備投資の見込み 

   出 席 等 

    全議決権数１１、決議に必要な議決権数６、有効議決権数１１ 

    理事出席６、欠席５、監事出席２名 



 

（２）理事会（２０１９年５月１５日） 開催場所：ＫＫＲホテル東京 

   審議事項 

    ・副会長、事務総長及び副事務総長の選定の件 

・代表理事の選定の件 

・業務執行理事の選定の件 

・会長職を代行する副会長、事務総長及び副事務総長の順序を定める件 

     ・副事務総長の職務権限規程の承認の件 

     ・2019年度補正収支予算書等の承認の件 

     ・一般法人法における業務執行の決定を理事に委任できない事項の基準の件 

    ・2018年度決算に係る計算書類等の承認の件 

・一般社団法人２０２５年日本国際博覧会協会事務局組織規程の一部変更の件 

・平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に 

 関する法律第十四条に基づく博覧会協会の指定申請の件 

     ・次回定時社員総会の件 

出 席 等 

    決議に必要な出席理事の数８名、出席９名、欠席５名、監事出席２名 

 

（３）理事会（２０１９年６月１８日） 開催方法：決議省略の方法による 

審議事項 

・臨時社員総会を開催することなく、総会の目的事項について決議の省略を行う件 

 

出 席 等 

      提案書に対し、理事１４名全員の書面による同意及び監事２名全員の書面による確 

    認の意思表示を得た日をもって、理事会の決議があったものとみなされた。 

 

（４）定時社員総会（２０１９年６月２１日） 開催方法：決議省略の方法による 

審議事項 

・2018年度決算に係る計算書類の承認の件 

報告事項 

・2019年度補正収支予算書、事業計画書等の件 

・2018年度事業報告の件 

出 席 等 

     提案書に対し、社員１１名全員の書面による同意の意思表示を得た日をもって、理 

    事会の決議があったものとみなされた。 

 

（５）社員総会（２０１９年７月５日） 開催方法：決議省略の方法による 

  審議事項 



 

・理事の選任の件 

・常勤理事の報酬の件 

出 席 等 

提案書に対し、社員１１名全員の書面による同意の意思表示を得た日をもって、理 

    事会の決議があったものとみなされた。 

 

（６）理事会（２０１９年７月５日） 開催方法：決議省略の方法による 

    審議事項 

・理事の報酬額決定の件 

・副事務総長の選定の件 

・業務執行理事の選定の件 

・会長職を代行する順位を副会長、事務総長及び副事務総長の順と定める件 

・副事務総長に係る職務権限規程の改正の件 

出 席 等 

提案書に対し、理事１４名全員の書面による同意及び監事２名全員の書面による確    

     認の意思表示を得た日をもって、理事会の決議があったものとみなされた。 

 

（７）理事会（２０１９年１０月３日） 開催方法：決議省略の方法による 

審議事項 

・臨時社員総会の開催に関する件 

    出 席 等 

      提案書に対し、理事１５名全員の書面による同意及び監事２名全員の書面による確 

    認の意思表示を得た日をもって、理事会の決議があったものとみなされた。 

 

 （８）臨時社員総会（２０１９年１０月２３日） 開催場所：LEVEL XXI 東京會舘 

  審議事項 

・定款の改正の件 

・理事の選任の件 

・役員の報酬等並びに費用に関する規程の改正の件 

 報告事項 

・社員総会運営規程の名称変更の件 

   出 席 等 

    全議決権数１１、決議に必要な議決権数６、有効議決権数１１ 

理事出席８名、欠席７名、監事出席２名 

 

（９）理事会（２０１９年１０月２３日） 開催場所：LEVEL XXI 東京會舘 

   審議事項 



 

    ・重要財産の処分及び譲受けの件 

・事務決裁規程の改正の件 

・財務委員会の設置及び委員の選任の件 

・ロゴマーク選考にかかる審査手続きの件 

 報告事項 

・会長、事務総長及び副事務総長の職務の執行状況の件 

・理事会運営規程、事務局組織規程、職員就業規程及び副事務総長の職務権限規程の

名称変更の件 

出 席 等 

    決議に必要な出席理事の数１０名、出席１０名、欠席８名、監事出席２名 

 

（１０）理事会（２０１９年１２月１３日） 開催場所：ＫＫＲホテル東京 

   審議事項 

    ・財務委員会にかかる委員の選任の件 

・指定寄附金の指定申請の件 

 報告事項 

・登録申請書の提出の件 

・シニアアドバイザーの就任の件 

・「アンバサダー」及び「スペシャルサポーター」の設置の件 

出 席 等 

    決議に必要な出席理事の数１０名、出席１１名、欠席７名、監事出席２名 

 

（１１）理事会（２０２０年２月７日） 開催方法：決議省略の方法による 

審議事項 

・２０２５年日本国際博覧会寄付金募集基本方針及び寄付募集計画の策定の件 

出 席 等 

      提案書に対し、理事１８名全員の書面による同意及び監事２名全員の書面による確 

    認の意思表示を得た日をもって、理事会の決議があったものとみなされた。 

 

（１２）理事会（２０２０年３月１６日） 開催方法：決議省略の方法による 

審議事項 

・２０２０年度の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した 

 書類の承認の件 

・公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会事務局組織規程の一部改定の件 

・副事務総長の職務権限規程の改定の件 

・業務執行理事の役員報酬の改定の件 

・財務委員会にかかる委員の選任の件 



 

・重要財産の処分及び譲受けの基準の改定の件 

・事務決裁規程の改定の件 

    報告事項 

     ・会長、事務総長及び副事務総長の職務の執行状況の件 

出 席 等 

      提案書に対し、理事１８名全員の書面による同意及び監事２名全員の書面による確 

    認の意思表示を得た日をもって、理事会の決議があったものとみなされた。 

 

 

５ 役員就退任 

・２０１９年 ４月２６日 理事及び副会長退任（小林喜光氏） 

・２０１９年 ５月１４日 理事及び副会長退任（黒田章裕氏） 

・２０１９年 ５月１５日 代表理事及び事務総長就任（石毛博行氏） 

理事及び副会長就任 

（池田博之氏、櫻田謙悟氏、吉村洋文氏、松井一郎氏） 

理事就任（竹内廣行氏、櫟真夏氏） 

・２０１９年 ５月２８日 副事務総長就任（櫟真夏理事） 

・２０１９年 ６月 １日 副事務総長就任（竹内廣行理事） 

・２０１９年 ７月 ５日 理事及び副事務総長就任（森清氏） 

・２０１９年１０月２３日 理事就任（寺田千代乃氏、髙橋政代氏、池坊専好氏） 

・２０２０年 ３月３１日 理事及び副会長退任（立石義雄氏） 

 

６ 事務局体制  

・２０１９年 ４月 １日 職員２６名から４９名に増員 

・２０１９年 ５月 １日 職員５０名に増員 

・２０１９年 ５月１５日 職員５２名に増員 

・２０１９年 ５月２８日 総務局、企画局、整備局及び国際局の４局体制に拡充 

・２０１９年 ６月 １日 職員６２名に増員 

・２０１９年 ７月 １日 職員８２名に増員 

・２０１９年 ７月 ５日 職員８４名に増員 

・２０１９年 ７月 ９日 職員８６名に増員 

・２０１９年 ７月１６日 職員９２名に増員 

・２０１９年 ８月 １日 職員１０６名に増員 

・２０１９年 ８月 ９日 職員１０５名に減員 

・２０１９年 ９月 １日 職員１０７名に増員 

・２０１９年１０月 １日 職員１１３名に増員 

・２０１９年１１月 １日 職員１１４名に増員 



 

  ・２０２０年 ３月 １日 職員１１５名に増員 

 ・２０２０年 ３月２５日 職員１１６名に増員 

 ・２０２０年 ３月２６日 職員１１８名に増員 

 

７ 主な契約案件 
（１）２０２５年日本国際博覧会 基本計画策定調査業務 

・契約の相手方  株式会社三菱総合研究所 

・契約金額    107,546,400円 

・契約期間    ２０１９年７月４日～２０２０年９月３０日 

 

（２）２０２５年日本国際博覧会 会場基本計画策定調査業務 

  ・契約の相手方  日建設計総合研究所・日建設計・日建設計シビル共同企業体 

・契約金額    339,942,020円 

・契約期間    ２０１９年７月２９日～２０２０年３月２３日 

 

（３）ドバイ博日本館大阪万博ＰＲコーナー設営等業務 

・契約の相手方  株式会社電通ライブ 

・契約金額    １７１，３６２，９２３円 

・契約期間    ２０１９年１２月１日～２０２１年６月３０日 

 

８ 資金の確保  
（１）寄附金収入       ９，５０９，３１０，０００円  

  1 一般寄附金            ２４，３１０，０００円  

2 特別寄附金      ９，４８５，０００，０００円  

  ※現物寄附は除く 

 

（２）補助金収入           ３３８，８４５，４２０円  

1 国庫補助金           １６９，４２２，７１０円  

2 地方公共団体補助金等   １６９，４２２，７１０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業報告書の附属明細書 

 

 

 

２０１９年度事業報告（２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで）には、「一般

社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する附属明

細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」として記載すべきことはない。 

 

 

 

 

 

 
 


