
平成 28年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

・花の国づくり滋賀県協議会（滋賀県） 

・協議会構成団体 

滋賀県農政水産部、滋賀県花き園芸協会、滋賀県生花商協会、（公社）日本

フラワーデザイナー協会滋賀県支部、(株)なにわ花いちば、京都生花(株) 
・主な取組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）フラワーコンテスト、花文化の展示会等の開催 

 『淡海フラワーフェスティバル』 

①取組内容 

県産花きのＰＲや花の活用促進を目的とし、11 月に、

花き品評会、フローリスト・コンテスト、フラワー

デモンストレーション、親子寄せ植え教室を開催。 

②取組による成果、参加者の反応 

来場者(約 2,082 人)に対し、高品質な県産花きや花

き活用の楽しみ方について情報発信ができた。 

③今後の取組の予定 

様々な形で花に接してもらう機会を作り、来場者の 

花に対する興味関心を高めるイベントを行う。 

 

『滋賀県産花き品種展示』 

① 取組内容 

 県産花きの認知度向上と花文化のＰＲ、消費者ニー

ズの調査を目的に、ばらを中心とした品種展示会を

３回開催（東京 10 月、大阪１月、京都２月）。 

② 取組による成果、参加者の反応 

 生産者自らが来場者に花をＰＲできたほか、聞き取

りや人気投票により人気の高い品種やその傾向につ

いても把握することができた。 

③今後の取組の予定 

 花を活用する文化の定着を促す展示会を行う。 

 

（２）花育体験の実施 

 ①取組内容 

  ６～12 月にかけて、県内７校の小学校で、フラワー

アレンジメント教室を実施。（生徒 152 名） 

②取組による成果、参加者の反応 

学校へのアンケートから、家に持ち帰った後もきち

んと花の世話をする思いやりや花が枯れてもまた作

りたいという花への興味を持ってもらえたことが伺

えた。 

③今後の取組の予定 

子ども達に花に触れる機会を提供し、花に興味を持ってもらえるよう、引

き続き花育活動を行う。 

花き品評会  

フローリスト・コンテスト  

展示会  

小学校での花育体験  
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・京都府花き振興ネットワーク（京都府） 

・協議会構成団体 

京都府花き生産組合連合会、京都生花㈱（卸売業者）、㈱大原総合花き市場

（卸売業者）、京都府花商協同組合（花き小売）、京都府園芸商組合（花き

小売）、京都府農業協同組合中央会、京都市産業観光局農林振興室、京都府

農林水産部農産課 
・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１）小学校での花育活動（いけばな編） 

①取組内容 

目 的：日本の伝統文化である「いけばな」を通

して、児童の豊かな感性を養う。また、花き利

用を身近なものとして普及させる。 

実施時期：７月～３月、回数：17 回 

対 象 者：小学生 878 名 

講 師：いけばな流派代表者等（京都いけばな協会の協力） 

②取組による成果、参加者の反応 

 児童が伝統文化体験の興味を持ち、それができたという達成感が得られた

こと。（探求心や創造力を育む） 

 参観日前に開催することにより、保護者が子供の作品を見て感動し、また、

取組継続の要望があったこと。（波及効果への期待） 

 児童の中で「いけばな」を習いたい意向を示したことや華道部が創部され

たこと。（人とのつながりを作り、広げる） 

 本ネットワークと華道家とのつながりが強化されたこと。（人とのつなが

りを作り、広げる） 

③今後の課題、取組の予定 

 アンケートによる「いけばな」による花育が児童の情操面に及ぼす効果の

分析 

 華道家との連携を強化し、「華道家」が求める花きのニーズ把握 

（２）キッズフラワーコンテスト 

 ①取組内容 
目 的：花を通じて他人の作品を認める心の養成と

他者から表彰される喜びを児童に実感させる。ま

た、花き利用を身近なものとして普及させる。 
概 要：花育で作成した作品を展示し、その中から

実施児童の投票で優秀作品を決定、表彰。 
実施時期：平成 28 年７月 31 日 
対 象 者：府内小学生等 45 名、実施場所：京都駅ビル 
②取組による成果 
 表彰された児童の満足感が高く、また表彰されなかった児童についても、

来年度に再挑戦する意向を示し、花きに興味を持ってもらえた。（感謝す

る気持ちを育む） 
 公共施設における公開型花育で、保護者だけでなく観客への花育活動の

PR にもつながった。（波及効果への期待） 
③今後の課題、取組の予定 
 集客力のある場所やイベントとの共催での花文化展示会の実施 

桃の節句を題材にした  
「いけばな」の様子  

 

展示された作品に投票する

参加児童の様子  
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・大阪府花き振興協議会(大阪府) 

・協議会構成団体 

大阪府花き市場協議会、大阪府花き園芸連合会、大阪生花商業協同組合、大

阪園芸商組合、花キューピット協同組合 64,65 大阪支部、関西花き事業協同組

合、㈱大阪鶴見フラワーセンター、大阪府、(公財)日本フラワーデザイナー協

会大阪府支部、大阪府花商組合技能士会、㈱ヴルーメン、㈱日比谷花壇、㈱京

阪園芸、(社)日本ハンギングバスケット協会大阪支部 
・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）花育体験及び福祉園芸体験の実施 

① 取組内容 

幼稚園児、小学校児童に対してアレンジメント等の花育教室を実施。また、

福祉施設においても、寄せ植え体験など園芸体験の実施。 

 

② 取組による成果、参加者の反応 

大阪鶴見緑地公園内「ハナミズキホール」において、フラワーバレンタイン

のイベントと同時開催をした。会場に来場している親子に対して、花や緑を体

験してもらい、子供の作った作品を持ち帰って、家族のコミュニケーションの

切っ掛けとしてもらう事を目的とした。（参加者数：270 名）来場者から「子

供が自由に出来て楽しそうでした」、「見るだけでなく、いろいろ参加できる

のが良いなと思った」、「もっと広報すれば、たくさんの方が楽しめそうなく

らい面白い」との言葉が多く聞かれた。 

 

③ 今後の課題、取組の予定 

花育は、予定していた参加者は確保できたが、イベントとしては、事前告知

が当初計画通り出来なかったことから、「告知をもっとしっかりと」と参加者

から聞かれた。次年度においては、「花や緑」に親しむことをテーマに、花文

化の普及・消費の拡大と花の持つ「効用」としての癒しを周知する目的の、学

校、福祉施設での花育を取り組みたい。 

花育の様子 花育の様子 
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（２）フラワーコンテスト・花文化展示会 

１)フラワーバレンタイン展示会 

① 取組内容 

近畿の高校生を対象にしたアレンジメントコンテスト、フラワーバレン

タインのイベント(男性から女性に花をプレゼント)などを実施した。（参

加者数 2,339 人） 

② 取組による成果 

体験型のイベントを通じて、「花を生ける楽しみを得た」と来場者から

多くの声をいただき、花とふれあう切っ掛け作りとなった。 

③ 今後の課題、取組の予定 

次年度は、秋に住宅展示場のモデルハウスで行う実際の生活感が感じら

れる提案型展示で花のある暮らしを体験頂き、花の需要拡大を図る取組を

予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）花文化展示会 

① 取組内容  

関西国際空港国際線到着ロビーにおいて、国産花きの良さ、季節の花き

を周知するために、「お・も・て・な・し」をテーマに展示し、空港利用

者に国産花きをＰＲ。 

② 取組による成果、参加者の反応 

関西の空の玄関として、「日本らしさ」「関西らしさ」とともに、花を

活用しての「お・も・て・な・し」を表現出来た。空港利用者には、フォ

トスポットとして好評であった。また、関西エアーポート株式会社や大阪

府(展示スペース提供)から、利用者からの好評価につき継続を求められ

た。 

③ 今後の課題、取組の予定 

国際空港という立地を活かし、海外からの利用者を対象に、「四季のあ

る日本」をテーマとして花文化展示を通じて国産花きの良さについて情報

発信を行っていきたい。 

 

コンテストの様子 
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・兵庫の花づくり推進協議会（兵庫県） 

・協議会構成団体 

兵庫県花卉協会、公益財団法人兵庫県園芸・公園協会、兵庫県農業協同組合

中央会、全国農業協同組合連合会兵庫県本部、兵庫県花き市場協会、公益社

団法人兵庫みどり公社、花キューピット 66 兵庫支部、兵庫県種苗業組合、一

般社団法人兵庫県グリーン協会、公益社団法人日本フラワーデザイナー協会

兵庫県支部、一般財団法人淡路島くにうみ協会、兵庫県 

・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）高品質な県産花きを紹介するための花文化展示 

① 取組内容 

高品質な県産花きの紹介やいい夫婦の日・卒業等の 

新たなテーマへの取組も含め、物日提案を行った。 

・回数：36 回 

・対象者等：JR 神戸・三宮・姫路駅利用者、 

県立フラワーセンター来園者等 

② 取組による成果、参加者の反応 

・花文化展示来場者数：188 万人 

・産地 PR を合わせて行うことにより、花きの種類や 

産地・アレンジ方法を総合的に伝えることができた。 

病院など普段は花を飾ることが難しい場所や新たな 

テーマでの展示で、様々な客層に対して花を身近に 

感じていただく効果的な県産花き及び物日での利用の啓発につながった。 

③ 今後の取組の予定 

花を生活に取り入れていただくきっかけ作りの役目を果たすべく、新たな

物日提案を含め継続して展示に取り組む。 

（２）花育体験の実施 

① 取組内容 

・花に触れる機会を通じて優しさや美しさを感じる気持ち、リラックスや

コミュニケーション力を育むことを目的に花育体験 

教室を実施した。また、体験した子供達の感想等を 

県立フラワーセンターでパネル展示し、花育が子供 

達に親や講師農家へ具体的な感謝の気持ちを育んだ 

事例など、実績を広く PR した。 

・実施期間：５月～３月  回数：122 回 

・対象者等：県内小学生、支援学校生徒､福祉施設利用者等 

② 取組による成果 

・参加者数：4,124 人  

・継続的に花育を取り入れていただく手段を教育現場と連携して模索する

ため、モデル校として３年間継続して協力いただける学校を８校設置、新

たに取組を開始した。 

③ 今後の課題、取組の予定 

・経費の負担が難しいなど、単発で終わる取組事例が多い。継続性の高い

花育モデル作成に向け、引き続き現場からの情報収集・検討を行う。 

 

フラワーバレンタイン展示 

病院での母の日展示 

地域の農家に教わったドーム菊 

 



平成 28年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

・奈良県花き振興協議会（奈良県） 

・協議会構成団体 

奈良県花き植木農業協同組合、奈良県生花商組合、公益社団法人日本フラワ

ーデザイナー協会奈良県支部、奈良県フラワー装飾技能士会、奈良県農業水

産振興課 
・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 
 

  

（１）盆栽等の効率的な隔離栽培や消毒方法の実証 

①取組内容 

・目的：盆栽等の輸出をするにあたり、効率的な消毒方法等を実証し、マニ

ュアル化する。 

・サツキ盆栽２２鉢の幹や葉に薬剤を散布、また根部浸漬薬剤処理をして、

線虫等の防除を行い、盆栽の根元部分と鉢底部の土を採集して線虫の検査を

行った。 

・その結果を「盆栽類を輸出する際のポイント」としてマニュアルを作成し、

生産・販売関係者に１００部配付。 

 ②取組による成果、参加者の反応 

 ・薬剤消毒の効果の長所、短所が明らかとなり、線虫等の防除技術の向上が 

 見込まれる。  

③今後の取組の予定 

・次年度も引き続き、盆栽等の効率的な隔離栽培や消毒方法の実証を行う。 

 

 
サツキ盆栽の効率的な消毒方法等の実証 

 

（２）フラワーコンテスト、花文化の展示会等の開催 

①取組内容 

・目的：県内の花き普及を目指し、植木植栽の展示、及び鉢花寄せ植え・切

り花アレンジのコンテスト・展示を実施。 

・植木では「花と緑の癒しの空間」をテーマに病院施設等で展示を実施。 

・切り花は「秀品花きの展示」、「暮らしの中の花展示」、「お供えの花展

示」、「フラワーバレンタイン」をテーマとしてアレンジメントを実施。 

・実施時期：10 月～３月 回数：８回 対象者：消費者 2,000 名 

②取組による成果、参加者の反応 

・「秀品花きの展示」、「暮らしの中の花展示」については、「大和路花と 

 緑のフェスティバル」とタイアップすることで、多くの消費者の方々に、 

 花の良さや楽しみ方を広く知ってもらうことが出来た。 

・アンケートを実施することで、消費者のニーズがよく把握できた。 
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（メニュー名） 

 
 
 

 

③今後の取組の予定 

・昨年度の展示に加えて「お見舞いの花束」、「いい夫婦の日」をテーマと

した展示を行う。  

           
やまと郡山城ホール前での植木植栽展示   お供えの花展示 

 

 
フラワーバレンタイン 

 

（３）保育園での花育教室の開催 

①取組内容 

・目的：園児が花に触れることで、花の楽しさを覚えてもらう。 

・実施時期:８月～２月 回数:８回  

 対象者:県内保育園児とその保護者 201 名 

②取組による成果、参加者の反応 

・ハロウィン、ひな祭りなどの行事を題材にしたフラワーアレンジメントを   

 用いて児童の興味を引き出すことが出来た。 

・保護者へのアンケートにより、児童が花を思いやる姿勢が把握できた。 

③今後の取組の予定 

・保育園・幼稚園等で引き続き花育教室を行っていく。また保護者へのアン 
 ケートにより花育体験後の消費動向について調査を行う。 

 

保育園での花育教室の開催 
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・和歌山県花き振興協議会（和歌山県） 

・協議会構成団体 

和歌山県果樹園芸課、和歌山県農業協同組合連合会、(株)なにわ花いちば 
・主な取組 

  （１）花文化の展示会等の開催 

①取組内容 

新たな記念日（母の日参り、いい夫婦の日、ＦＶ）、日本の花文化の継承 

（いけばなの日、旧盆・秋彼岸）をテーマに、県産花きを用いた展示会等を 

５回実施した。 

・「母の日参り」「いけばなの日」「ＦＶ」のＰＲと花育体験（和歌山） 

・「旧盆・秋彼岸」の花文化の継承（大阪） 

・「いい夫婦の日」フォトスポットの設置（大阪） 

②取組による成果、参加者の反応 

・４つの記念日の認知度アンケート調査を実施。 

 「母の日参り」49％、「いけばなの日」15％、「いい夫婦の日」69％、

「ＦＶ」41％が知っていると回答。いけばなの日を除く３つの記念日の認

知度は、前年から 3～8 ポイント増加した。 

・小売業界からは、今年を「母の日参り」元年と位置付け次年度に向け需要 

拡大のため積極的に取り入れるとの声があった。 

・フォトスポットでは、3,440 名（前年比 193％）が写真撮影を行った。     

③今後の課題、取組の予定 

引き続きＰＲ活動を通じ、記念日の謂われ、和歌山県産花きの魅力や知識 

の発信を行う。特に「母の日参り」については、流通関係者や他業種との連 

携を強化し認知度向上と普及につとめ、花きの需要拡大に取り組む。 

④記念日の説明 

・母の日参り： 

母の日は亡くなったお母さんを忍ぶ想いから始まったと言われています。 

母の日の起源に立ち還り、全ての大切なお母さんにあらためて「ありがと 

う」の気持ちを伝え、あわせてご先祖様に感謝する日として提唱していま 

す。 

・いい夫婦の日： 

ゆとりの創造月間として１１月が提唱され、夫婦で余暇を楽しんでもらう 

という趣旨で、１１月２２日はいい（１１）ふうふ（２２）のロゴに合て、 

現在の日本生産性本部余暇創研が設定しました。 

・フラワーバレンタイン（ＦＶ）： 

 バレンタインデーは世界各地で愛の誓いの日とされ、男女お互いに愛や感 

謝の気持ちを伝えあう日です。プレゼントの最も重要なアイテムは「花」で 

あり、世界では男性から女性にいちばん花を贈る日です。 
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・いけばなの日： 

  習い事は数え年の６歳の６月６日から始まるのがよいと古くから伝えられ 

ています。指を使って数を数えるとき親指から順に指を折ると、６番目には 

小指が立つ形になります。小指が立つ「子が立つ」、子供が「ひとり立ち」 

するという意味があり、お稽古初めの日としています。 

 

（２）花育体験の実施 

①取組内容 

 ・県産花きを使ったアレンジメント花育体験（和歌山市：2 小学校 児童、

教員 120 名） 

 ・いけばな花育体験（和歌山市：児童、親子 200 名） 

 ・上記３つのイベントでのアレンジメント、いけばな花育体験（児童、親子

500 名） 

②取組による成果、児童の反応 

・「お母さんは、私がアレンジメントしたお花を見たとき、嬉しさのあまり

泣いてしまいました。」 

・「今まで花なんか興味もなかったけど、花と触れ合ってみることで、花に

興味がでてきました。」 

・花には人に感動と安らぎを与える力が備わっていることなど、花に対する

関心を高め消費拡大のきっかけとすることができた。 

③今後の課題、取組の予定 

より多くの子供達が花に触れ合う機会を増やすため、花育未実施校での花

育活動を実施する。 

 
（３）実施風景写真 

 ①母の日参り      ②いけばなの日     ③旧盆・秋彼岸の継承 

 
 
 
 
 
 
 
④いい夫婦の日      ⑤小学校での花育体験 
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