
平成 27年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ教室の様子  

 

 

・鳥取県花き振興協議会（鳥取県） 

・協議会構成団体 

鳥取花市場生産者協議会、米子地区花卉生産者協議会、鳥取県洋蘭振興会、

全国農業協同組合連合会鳥取県本部、鳥取いなば農業協同組合、鳥取中央農

業協同組合、鳥取西部農業協同組合、（株）鳥取花市場、倉吉花き市場（株）、

東亜青果（株）、鳥取生花商園芸組合、倉吉花商組合、米子花商協同組合、

（一財）鳥取県観光事業団とっとり花回廊、鳥取大学、鳥取県 

・主な取組 

 （１）花育体験の実施 

  ①取組内容 

・ハンギングバスケットを県内へ広め、花

の需要促進及び鳥取県の花き産業の発展

に寄与することと、花の栽培などを学ぶ

ことを目的に、ハンギングバスケット教

室を実施。平成27年10月3日にとっとり花

回廊で行い、４高校から２、３年生13名

が参加した。 

・ケイトウやジニアなど15種類の花苗の中から、思い思いに選んだ花を用い

て直径20㎝ほどの鉢に寄せ植えしていき、見栄えを良くしたり長持ちさせ

たりするコツを学んだ。 

 

②取組による成果、参加者の反応   

・ハンギングバスケットを作成し、ハンギ

ングという新しい手法への気づきの支援

ができた。参加した生徒は、皆がとても楽

しそうで、「初めて作ったので難しかった

が、またやってみたい。」と笑顔で話して

いた。 

 

③今後の課題、取組の予定 

・実業高校の生徒のみの参加となったため、県内の全高校へ周知を徹底し、

参加生徒を増やす。 

・今後も花きを活用するハンギングバスケットを用いた活動を通じて、将来

の花の消費者となる高校生を対象に、花を育てる過程を楽しむことや花と

触れ合う機会を増やす。 

＜教室の様子＞  

＜ハンギングバスケット＞ 
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・島根の花振興協議会（島根県） 

・協議会構成団体 

島根県農業協同組合、島根県花き生産者協議会、島根県鉢物生産者協議会、

ＪＡしまね斐川花き部会、松江大根島牡丹協議会鉢部会、しまね花商組合、

特定非営利活動法人国際交流フラワー２１、株式会社ＪＡアグリ島根、 
島根県 

・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１）花育体験の実施 

①取組内容 

・子供の頃から、花きに親しめる環境づくりととともに、花きを通じたコミ

ュニケーションづくりの普及を図るため、園児を中心とした子供を対象に

保育園や商業施設等で体験を行った（計 13 回）。 

・既に定着しつつある「父の日」や「敬老の日」等の物日の他、新たな物日

として期待している、「ハロウィン」や「愛妻の日」に併せたフラワーア

レンジメントや、春、秋の花壇作りを行った。 

 

②取組による成果、参加者の反応 

・当協議会において、平成 26 年度から２年間、花育体験を行ったことで、関

連団体間で、花育体験の目的や方法、消費者のニーズ等について、共通の

認識をもつことができた。 

・体験を行った子供達は、体験後の活動、例えば散歩等において、花きに興

味をもつ機会が増え、愛着が増したという声があった。また、各家庭にお

いて、花きについての会話が増え、今後、花きに触れる機会の増加に向け

た良いきっかけとなった。 

 

③今後の課題、取組の予定 

 ・地元での生産を知ってもらうことを目的に、県産花きの活用を進める。 

 ・また、協議会内で確保している指導者が偏っているため、構成団体間での

連携を強化するとともに、生け花等文化団体との連携を図る。 

 ・さらに、これまで体験を行った幼稚園等での追跡調査を行い、優良事例を

発掘するとともに、続かなかった理由などをまとめ、改善に繋げる。 

 ・こうしたことで、誰もが取り組みやすい花育活動のパッケージング（例：

時期、花きの種類、カリキュラム等のマニュアル化）を行い、その普及に

努める。 

 

      
花育体験の様子 
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・岡山県花き消費拡大実行委員会（岡山県） 

・協議会構成団体 

岡山総合花き株式会社、全国農業協同組合連合会岡山県本部、岡山県、岡山

市市場事業部、岡山県花卉農業協同組合、岡山花き仲卸協同組合、岡山県花

卉商業協同組合、岡山県花木園芸商業協同組合、岡山県三栄生花商業協同組

合 
・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１）フラワーコンテスト、花文化展示会、シンポジウムの開催 

 ①取組内容 

・生活スタイルの中に花のある暮らしを取り入れてもらうため、講演会と展

示会を開催した。 

・平成 27 年９月 29 日に県産花きを用いたデ 

モンストレーションと、花の癒し効果につ 

いての講演会を行なった（参加者 141 名）。 

・平成 27 年 11 月 14、15 日に、岡山市内の 

 住宅展示場で花の展示会を開催した（来場 

 者 88 組）。 

 ②取組による成果、参加者の反応 

・花の持つ癒し効果は科学的データに基づくものであるという認識を広める

ことができた。講演会に参加した花店経営者からは「お客様に花の効用を

自信をもってＰＲできる」と特に好評であり、講演会参加者を通じて一般

消費者にも花の癒し効果が伝えられることで、花の購入意欲が高まり、消

費拡大が見込まれる。 
・展示会来場者からは、「花があることの素晴らしさを体感できた」、「自

分で家に花を飾るときの参考となった」との意見が多く聞かれた。展示会

を通じて、花の魅力をＰＲでき、日常生活で花を飾ることへの意欲を高め

ることができた。 

 ③今後の課題、取組の予定 

・平成28年度も講演会と展示会を実施する。講演会は岡山県花き共進会と同

時開催し、県産花きのＰＲに繋げる。また、展示会では、自宅で手軽にで

きる花飾りとなるように装飾を改善するとともに、集客方法を工夫して、

より多くの消費者に花の素晴らしさを実感してもらい消費拡大に繋げる。  

花の癒し効果についての講演会 

 
住宅展示場（外観）での花飾りの提案 

 
住宅展示場（内観）での花飾りの提案 
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   写 真 

 
・広島県花きイノベーション事業推進協議会（広島県） 
・協議会構成団体 

広島県花卉園芸農業協同組合（生産）、広島生花出荷協同組合（生産）、広島
市三友生花卸売商業組合（流通）、（株）花満（流通）、（株）広島県東部花
き（流通）、（株）呉生花市場（流通）、広島県花き商業協同組合（小売）、
（一社）日本インドアグリーン協会広島県支部（その他）、ＮＰＯ法人日本園
芸福祉普及協会（その他）、広島県農林水産局農業経営発展課（行政） 

・主な取組 
 
（１）フラワーコンテスト、花文化展示会、シンポジウムの開催 
 ①取組内容 
（概  要）：自然の中における人と植物との関係を 

通じ、植物の魅力を再認識するとともに、 
その効果を活用した園芸療法の実情につ 
いて周知することを目的として講演会を 
開催した。 
また、花き業界関係者及び日本園芸福 
祉普及協会関係者により、「花を暮らしに活かす」をテーマとして 
花や緑の効果・効用等についてパネルディスカッションを開催した。 

（実施時期）：平成 27 年６月 30 日 
（対 象 者）：県民、花き業界関係者、日本園芸福祉協会関係者 
②取組による成果 

参加者からは「園芸療法を取り入れた健康の維持増進について真剣に考える 
機会となった」、「改めて花きの持つ魅力等を再認識することができた」等の 
意見があり、花きの効果・効用等の周知及び日常生活における花きの利用拡大
が期待できる。 
③今後の課題 

引き続き花きの持つ効果・効用について広く周知し、利用拡大に結びつけて
いく必要がある。 

 
（２）福祉施設等における園芸福祉体験の実施 
 ①取組内容 

(概   要)：専用のフラワーアレンジメントキット 
       を用いた作品製作を通じ、脳の活性化及 

び心身の健康増進を目的とした園芸福祉 
体験を実施した。 

(実施時期等)：平成 27 年６月～平成 27 年 12 月                
県内 24 か所の福祉施設、幼稚園 

 ②取組による成果 
  体験を通じた脳の活性化、心身への健康増進の啓発及び花きの利用拡大が期 
 待できる。 

③今後の課題 
 体験を実施した施設において、継続した取組要望が上がっている。 

今後は各施設が主体性を持ち、体験により接点のできた関係者と協力しなが 
ら季節ごとの花きを利用した体験等を実施することにより、花きの利用拡大を 
図る必要がある。 
 

シンポジウム 

園芸福祉体験の開催 
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・山口県花卉園芸推進協議会（山口県） 

・協議会構成団体 

山口県農林水産部、山口県花卉園芸農業協同組合、全農山口県本部、(株)徳
山花市場、(株)山口県中央花市場、(株)下関合同花市場、徳山花卉商組合、や

ない花のまちづくり振興財団、山口県地域消費者団体連絡協議会 
・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）県産花きを活用したいけばな展示 

①取組内容 

県産花きの PR と花きの伝統文化の継承と普及を目的とし、生け花各会派

と花き産業関係団体が連携して「山口県いけばな展」の開催や公共施設等で

の「生け花展示」を実施 

・山口県いけばな展  

開催日時：平成 27 年９月４日～７日 開催場所：下松市スターぴあ下松 

・いけばな体験教室 

開催日時：平成 27 年９月４日～６日 開催場所：下松市スターぴあ下松 

・いけばな常設展示 

実施期間：平成 27 年６月１日～平成 28 年３月 31 日 

実施場所：周南総合庁舎、山口県庁(２ヶ所)、山口宇部空港  

作品展示期間：各作品１週間展示 

②取組による成果、参加者の反応 

・いけばな展…多くの消費者が来場し、県産花きと併せて花きの伝統文化の

PR ができた。オリジナルユリ プチシリーズの展示等は非常に注目を集め

ていた。(来場者 2,000 人、出品数 100 点) 

・いけばな体験教室…生け花未経験者の多数の参加があり、花き文化の振興

につながった。(体験人数 170 人) 

･いけばな常設展示…展示作品数:周南総合庁舎 41 点、山口県庁 88 点、山口

宇部空港 44 点(各作品は１週間展示(各 14 会派)) 

・県産花きを活用したいけばな体験は、多くの生け花未体験者が参加し、花

き文化の普及や県産花きの PR に効果的な取組であった。 

 

③今後の課題、取組の予定 

・山口県いけばな展は、県産花きを活用した初めての展示会となり、多くの

来場者に向けて県産花きと併せて花き文化の情報提供ができた。今後も、

継続することで効果的な伝統文化の継承と花きの PR に繋げたい。 

・いけなば常設展示では、作品を見た消費者から流派について質問が出たり、

作品の写真を撮る風景が見受けられるなど、高い関心を集めたので、継続

して取組みたい。 

      

 

県いけばな展での  
県産花きの PR 状況  県いけばな展実施状況  常設いけなば展示  
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（２）花族化プロジェクト～家庭に花を取り入れよう～ 

① 取組内容 

効果的な県産花きの消費拡大に向け、家族をターゲットに家庭で花を楽

しむセミナー・イベントを花と緑の公園の「やまぐちフラワーランド」で

開催。企画から運営まで、地域の団体や教育機関と連携して実施。柳井市

を拠点に活動する子育て支援グループや地元大学のインターンシップ生と

協働して事業内容について企画。 

②取組による成果、参加者の反応 

 ○講演会 

  ・講演回数：３回 

  ・参加人数：合計 402 名 

 ○体験イベント 

  ・実施イベント数：19 回 

  ・参加人数：合計 2,267 名 

・講演会と体験イベント合計で 2,500 名を超える消費者に、県産花きを中心

とした花きに関する情報を提供でき、大きな成果となった。 

・アンケート結果からは、今まであまり花を植栽・装飾したことがない方が

イベント等を通じてそれらを体験することができ、生活に花を導入するき

っかけとして貴重な取組となった。 

・イベントの企画立案に、県立大学のインターンシップ生や地域の子育て支

援グループと協働した。このことは企画運営に携わった方も「県産花き」

に真剣に向き合うきっかけとなり、今後の波及効果として有意義であった。 

③今後の課題、取組の予定 

・イベントによって参加者数に大きな隔たりがあった。天候等の影響もある

が、今後一般消費への告知の在り方について検討する必要がある。 

・山口県では平成 30 年に「全国都市緑化フェア」や「明治維新 150 周年記

念」等大きなイベントがある。今後はこれらのイベントを活用し、県産花

きを来場者等一般消費者に PR する活動を展開していく。特に「全国都市緑

化フェア」は全国から集客が見込めるものであり、フラワーランド等にお

いて先進的な花きを活用した植栽等の取組を実施し、相乗効果を狙ってい

きたい。 

 

      
  花家族化プロジェクトの様子    ワークショップの様子        講演会の様子 
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書きぶりを修正しましたので確認を

お願いします。  

（３）バラ鉢物リサイクル生産システムの確立実証 

①取組内容 

平成 26 年度に取組んだ結果、バラ栽培の専門生産者が開花終了後のバラ

鉢物を消費者から無料で回収し、養生することで、生産面でリサイクルで

きることが実証できた。平成 27 年度は、多様なルートからバラ鉢物を回収

するルートを確立し、リサイクルの範囲を拡大し、バラ鉢物のリサイクル

流通システムの構築を目指した。 

②取組による成果、参加者の反応 

・回収ルートを小売店等に拡大させたことで目標の 800 鉢を回収できた。 

・直売所を除く小売店からの回収鉢数は合計 30 鉢と少なかった。これは、消

費者への PR が不十分であったことが原因と考えられる。 

・消費者の多くは「バラの花が終わる＝枯れる」との誤解があり、そのこと

がリサイクル拡大の阻害要因となっていることが分かった。  

③今後の課題、取組の予定 

一般消費者に向けたバラリサイクル管理法の講習会等の実施により、消

費者自身によるリサイクルの普及定着を図る。また、リサイクルの取組み

拡大に向けてアジサイのリサイクル生産の可能性を模索する。 

                          
    鉄骨ハウスでのリサイクル苗の管理    リサイクルしたバラと切り花で公園を装飾    

      (10 月１日～３月上旬)  

 

（４）鉢物トレーリサイクル実証 

①取組内容 

環境に配慮した花き生産の実現と流通コスト低減の両立を目指し、生産

者が使用する出荷トレーについて、幅広いリサイクル活用システムを試行。 

②取組による成果、参加者の反応 

  昨年度、シクラメンの出荷トレーを回収する取組を実施したことにより

関係機関の認知度が向上し、連携しやすくなったことから、本年度は、効

率よくトレーの回収を実施することができた。目標に対し 136％

(10,845c/s)のリサイクルができた。 

③今後の課題、取組の予定 

 需要期にトレーを確保できなかった時期もあった。来年度は、リサイク

ルに協力を呼びかけるチラシ等を配布する。また、回収時にトレーの形状

毎に分類することにより、効率的な作業体制を構築する。 

          
出荷トレーの回収状況 



平成 27年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

・とくしまの花振興協会（徳島県） 

・協議会構成団体 

 JA 全農とくしま，JA 徳島市，JA 東とくしま，JA 板野郡，JA 名西郡，JA ア

グリあなん，JA かいふ，JA 麻植郡，JA 阿波みよし，徳島県洋ラン生産組合，

徳島鉢物洋蘭振興会，阿波洋らん青年倶楽部，(株)徳島共進生花市場，徳島

県もうかるブランド推進課 

・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１）徳島の花文化紹介 

 ①取組内容 

淡路花博 2015 花みどりフェア淡路夢舞台会場及びテラスにおいて、「徳島の

花」を PR するため、華道家假屋崎省吾氏による生け花デモンストレーション）

を行い、その後は展望テラスにて作品を展示した（平成 27 年 5 月 1 日～5 月 6

日）。 

 ②取組による成果、参加者の反応 

迫力のあるデモンストレーションにより、「徳島の

花」の魅力を PR することができた。 

 ③今後の課題、取組の予定 

  消費拡大のためのイベントを定期的に開催する。 

                          

（２）花き展示品評会・秀品花き展示         

 ①取組内容                                       

生産者の技術研鑽や消費者への県産花き周知を目的とした展示品評会を開催

した（平成 28 年２月 13 日～２月 14 日）ところ、県産の花き 112 点が出品さ

れた。 

 ②取組による成果、参加者の反応 

県内産のみならず、他産地の注目の花など、多彩な

花きを一同に展示したことからより一層の華やかさ

を演出することができた。 

 ③今後の課題、取組の予定 

展示会等への来場がきっかけとなり、花きの利用促

進が図られるような仕掛けを検討する必要がある。 

 

（３）小学校での花育授業 

 ①取組内容 

地域の特産品（オモト、シンビジウム）を花材に用

いた生け花授業を県内小学校（２校）で実施した。 

 ②取組による成果、参加者の反応 

花の魅力を感じるとともに、生産者からも話を聞く

ことで地域の花き産業について学ぶことができた。 

 ③今後の課題、取組の予定 

  継続して興味を持ってもらうための働きかけが必要。 

平成 28 年度も県内小学校（２校）で開催予定。 
                          

   
デモンストレーションの様子 

 

 
展示品評会の様子 

 

 
シンビジウム花育授業の様子 
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・花の里かがわ推進員会（香川県） 

・協議会構成団体 

香川大学農学部、香川県花き園芸協会、(株)高松花市場、香川県花卉商業協同

組合、JA 香川県、日本フラワーデザイナー協会香川県支部、香川県園芸文化協

会、香川県農政水産部など 

・主な取組 

 （１）花き関係者の連携への支援（生産技術向上交流支援） 

①取組内容 
カーネーションの香川県育成品種「ミニテ

ィアラ」の出荷を行っている県外産地（千葉、

茨城、長崎県）へ本県の生産者５名が訪問し、

生産状況の調査及び栽培技術を交換した。ま

た東京市場開拓を目的に、千葉県のヒマワリ

産地へ本県の生産者２名が訪問し、生産・出

荷状況の調査及び栽培技術を交換した。 
②取り組みによる成果 
 カーネーションにおいては、栽培マニュアルに基づく肥培管理や摘心技術

の共有化が図られたことにより品質のバラツキが解消され、また、ヒマワリ

については、東京市場への出荷調整や品質向上のための潅水管理などについ

て技術交換でき、品質向上・安定生産につながった。 
③今後の取り組み 
 次年度は、「ミニティアラ」苗の供給県の生産者等を本県に招き、技術交

換会を開催する。また、本県主力品目であるキクの高品質安定生産のための

栽培マニュアルを作成するとともに、先進県との販売面・品質向上面での連

携について検討する。 
（２）フラワーコンテスト、花文化展示会、シンポジウムの開催 

①取組内容 
 フラワーフェスティバルかがわにおいて、

全国初となる高校生花いけバトルや、四国の

花展示、園芸教室等を開催した（平成 28 年２

月 27 日～２月 28 日）。 
②取組による成果 
 フラワーフェスティバルかがわや花きセミ

ナーの開催により、県産花きの消費拡大・花

き文化の振興及び花き産業の活性化につながった。 
 
 

意見交換の様子  

高校生花いけバトル  
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③今後の取り組み 

花いけバトルについては、にぎわい創出イベントの一つと位置づけ、庁内

他課とも連携し、生け花などの花き文化の振興を図る。 
 
（３）花育体験及び福祉園芸体験の実施 

①取組内容 
花や緑に関する知識の習得や活用体験などの「花育」「フラワーアレンジ

メント制作」を学校関係や社会福祉施設において実施した。 
 
・学校関係（保育所、幼稚園、小学校、高等学校等 35 か所） 
  実施期間  平成 27 年９月～平成 28 年２月 

実施内容    フラワーアレンジメント 
参加人数  1,304 名 

 
・社会福祉関係（デイサービス、特別養護老人ホームなど 13 か所） 

実施期間  平成 27 年９月～平成 28 年２月 
実施内容    フラワーアレンジメント 
参加人数  394 名 

 
②取組による成果 

   花や緑にふれあうことにより、やさしさや美しさを感じる気持ちをはぐく

むとともに、県産花きへの理解が深まった。 
 
③今後の取り組み 

  本年度の実績を踏まえ、対象の拡大など実施内容を改善する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幼稚園での花育活動  社会福祉施設での  

フラワーアレンジメント制作  
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・花のえひめづくり推進協議会（愛媛県） 

・協議会構成団体 

愛媛県花き園芸組合連合会、愛媛中央花き農業協同組合、愛媛中央花き商業

協同組合、全国農業協同組合連合会愛媛県本部、愛媛県園芸文化協会、（公

社）日本フラワーデザイナー協会、愛媛県華道会、愛媛県農林水産研究所、

愛媛県農林水産部農業振興局農産園芸課 
・主な取組 

（１）園芸資材リサイクルシステムの検討・実証事業 

①取組内容 

・県産花きの消費拡大を目指して、消費者からの鉢等の回収システムを構築

し、平成 27 年６月～平成 28 年２月にかけて実証を行った。 

・消費者向けの回収用チラシを作成し、小売店で鉢等を回収し、市場へ集積

した後、花鉢等を洗浄し、リサイクルできるよう分別した。 

 

【システムの構成図】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
②取組による成果 
・廃棄されていた鉢や土が生産者等に再利用され、廃棄処分に係る経費が削

減された。（回収鉢数：311 鉢/月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花鉢・トレー・用土の回収及びリサイクル後の状況 

花
鉢
・
ト
レ
ー 

  

用 

土 
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（メニュー名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③今後の課題、取組の予定 

・回収システムの普及啓発の推進（消費者イベント等での啓発チラシ配布） 

・チラシ配布先店舗数および回収花鉢数の増加、リサイクル率の向上 

 

（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容 

・情操教育の一環として、花の魅力と癒やし効果を伝えるため、平成 27 年７

月～12 月にかけて、県内の小学校 13 校において、フラワーアレンジや生け

花の体験教室を行った（総受講者数：814 人 アレンジ９校、生け花４校）。 

 

   

小学校での花育の様子 

 

②取組による成果、参加者の反応 

・普段切り花に接する機会の少ない小学生達へフラワーアレンジメントや生

け花の体験を通して花きへの関心度を高めることができた。 

・各小学生が作成した作品は、家庭に持ち帰り、家族とのコミュニケーショ

ンツールとして役立った。 

・講師からは、小学生へ教える良い機会となったと好評価であった。 

 

③今後の課題、取組の予定 

・フラワーアレンジメントやいけばなの体験をする小学生を増やし、平成 28

年度も引き続き花育体験を実施する。また、花育活動に携わる講師を増や

す。 

・関係団体の連携により、円滑に花育体験教室を実施するとともに活動につ

いて、イベントにてＰＲ（パネル展示）する。 
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・新需要開拓マーケティング協議会 花き専門部会（高知県） 

・協議会構成団体 

土佐花き園芸市場（卸売業者）、土佐花商組合（県内花き小売店）、ＮＦＤ

高知県支部（アレンジ花等普及団体）、高知県園芸農業協同組合連合会（生

産者、農協）、高知県農業振興部産地・流通支援課 
・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

  

（１）フラワーコンテストの開催（花のある生活提案事業） 

①取組内容：花いけバトルとフラワーコンテスト  
 ・「高知のやさい・くだもの・花フェスタ」において、花いけバトルの開催

及び高知県産花きを使ったアレンジメント作品を展示し、人気投票を実施

した。（開催場所：高知市、開催日時：平成 28 年１月 30 日～１月 31 日、

入場者：12,000 人、花いけバトル観戦者：約 300 人、アレンジメント作

品展示の投票者数：769 人） 
②取組による成果 
・「大切な人に贈りたい花」をテーマにし

たアレンジメント作品の展示が、誕生日

やバレンタイン、卒業式等の様々なシー

ンにおける花材の活用提案につながっ

た。 
・花いけバトル開催が、花文化の啓発と高

知の花の認知度向上につながった。 
③今後の取組の予定 
・引き続き、高知県産花きの展示紹介や花いけバトルを展開し、花の魅力

を広く県民に PR するための工夫をこらす。生活の中に花を取り入れる素

晴らしさの提案へつなげる。 
 

（２）花文化展示会の開催（大都市圏での「高知の花」展示会事業） 

①取組内容：大都市圏での展示会 
・世界レベルのコンクールで入賞した「グ

ロリオサ」、「ブルースター」、生産量

の多いユリを展示・紹介した。（開催場

所：JR 大阪駅「時空の広場」、開催日時：

平成 27 年 11 月７日～８日） 
・アレンジメント講師による高知県産花き

を使ったブライダル等への活用事例の紹

介、また産地や花きの特徴を PR した。 

 
高知県産花きを使った  

アレンジメント作品の製作、紹介  

 
高知の花を使った  

アレンジメント作品の展示  
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・来場者に花の認知度や購入動機等について聞取り調査を行った。（アンケ

ート回答者数：382 人） 
②取組による成果、参加者の反応 
・高知県産花きを使った会場装飾やアレンジメント作品を見ていただくこ

とで、花の香りやその魅力を体感していただき、高知県産の花きの認知

度向上へつなげた。 
・アンケート結果では、グロリオサ、ブルースターの認知度は 43％、40％

とともに低いことが分かり、引き続きＰＲを行う必要性を再認識した。 
③今後の取組の予定 

・高知県の秀品花きの生産技術や品種の PR、生活の中に取り入れていただ

くための活用提案を継続して行う。 
 

（３）花文化展示会の開催（花の活用方法提案事業） 

〔ブライダルフラワーとしての活用提案〕 

①取組内容：プロモーションイベント 
・高知市内のホテルの３会場で、ユリ類を主体に会場装飾等活用提案を行

った。（平成 27 年６月 21、28 日） 
②参加者の反応 
・装飾を担当した花屋からは「ユリ類の使

い易さや華やかさを実感していただき、ブ

ライダルへの利用の可能性が広がった。」、

来場者からは「ぜひ、自分の披露宴にはユ

リを使いたい。」との声が聞かれ、高知県

産花きの PR ができた。 
③今後の取組の予定 
・引き続き流行等も取り入れた活用提案を継続することで、ブライダルフラ

ワーの定番としての位置づけを狙う。 
  

〔ビクトリーブーケへの活用提案〕 

① 組内容：プロモーションイベント 
・高知龍馬マラソン 2016 で、グロリオサ

を使った撮影スポットの設置と花冠・ブ

ーケの提案を行い、ビクトリーフラワー

にふさわしい花として、ランナーや来場

者に PR を行った（平成 28 年２月 14 日）。 
②取組による成果、参加者の反応 
・「グロリオサを初めて知った。」「栄光」

という花言葉を持つグロリオサは、こん 

 

ブライダルフェアでの  

活用提案  

 

 
グロリオサの  

花冠、ブーケとともに記念撮影  
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なイベントにはピッタリ。」との声が聞かれ、ビクトリーフラワーとし

てのグロリオサの活用提案につながった。

③今後の取組の予定

・スポーツイベントだけでなく文化的なイベントにも展開し、ビクトリー

ブーケにふさわしい花として、引き続き活用提案を行う。 

（４）花文化展示会の開催（ウェルカムフラワー展示事業） 

①取組内容：県産花きの情報発信

・イベント開催時や年末年始などに、多く

の観光客や帰省客が利用する空港と駅

で、高知県産花きの展示を行った。

（平成 27 年６月～平成 28 年２月、６回） 
②参加者の反応

・来場者からは、「高知でこの花が作られ

ているとは知らなかった。」「良い取組。

ぜひ続けて。」といった感想が聞かれた。 
③今後の取組の予定

・引き続き、県内の開催イベント等に合わせ、公共利用施設等で高知県産花

きの PR を展開する。 

（５）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容：花育体験授業の実施

・県内の小学校を対象に地域の花屋や生産

者、市場等の協力を得ながらフラワーア

レンジメントの体験教室、花壇への植込

み体験、産地紹介等の授業を実施した。

（開催時期：平成 27 年９月～平成 28 年

２月、実施校数：17 校、受講者：357 人） 

②取組による成果、参加者の反応

・児童からは、「花のことが知れて楽しか

った。」「心の中があったかくなりまし

た。」などの声があった。 

・児童に花への興味や親しみを持ってもら

い、家庭でも花を楽しむきっかけづくり

につながった。 

③今後の取組の予定

・引き続き、県内の小学校で花育体験、産地紹介の授業を実施し、花と触れ

合い、親しみ、楽しむ機会を展開していく。また、この取組を通じて、児

童をとりまく大人（親や指導者）に対し、花きを活用した児童への情操教

育の提案につなげていく。

高知の花でお出迎え

（空港到着ロビーでの展示）

高知県の花について学習した後、

アレンジメントに挑戦


