
平成 29年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

１ 北海道花き振興協議会（北海道） 

２ 協議会構成団体 

北海道花き生産連合会、北海道鉢花生産組合、北海道ばら研究会、ホクレ

ン農業協同組合連合会、北海道農業協同組合中央会、北海道芝生生産者協同

組合連合会、㈱札幌花き地方卸売市場、日本花き卸売市場協会北海道支所、

札幌花き園芸㈱、はまなす花き㈱、北海道植物㈱、（一社）全国花卸協会東

北・北海道ブロック札幌支部、北海道生花商協同組合、北海道フラワーガー

デン協会、北海道園芸商同友会、日本ハンギングバスケット協会北海道支

部、北海道いけ花連盟、北海道教育庁、北海道（計 19 団体） 

３ 主な取組 

（１）花文化の展示

①取組内容

・道産花きの主要品目展示や、ばら・カーネーションの品種紹介・人気投票

などにより道産花きの魅力を発信する「北海道 BEST FLOWER COLLECTION

2017」を８月 25 日～26 日に札幌駅前通地下歩行空間において開催（延べ

16,000 人来場）。

②取組による成果

・道産花きの品質の良さや種類の豊富さをＰＲすると

ともに、今回初めて、花飾りのついた帽子を貸し出

し、自由に撮影できるコーナーを設け、200 組以上が

利用するなど、前年度を上回る来場者に道産花きをＰ

Ｒすることが出来た。

③今後の取組の予定

・来場者アンケートにて、「照明の当たり方で見づらい」

「品種の説明をもっと知りたい」という意見があった

ので、展示内容や方法を検討し、より多くの来場者に

効果的に道産花きのＰＲを図る。

（２）学校・福祉施設等での花育体験

①取組内容

・札幌市及び江別市の小学校７校を対象に、寄せ植え体

験や花の育て方、効用などについての講習会を開催

（延べ 1,360 名参加）。

②取組による成果

・参加小学校の先生からは、「自然と触れ合ういい機会

になった」「楽しそうに土いじりをしていた」等の意

見があり、花への興味や関心が深まった。

③今後の取組の予定

・参加小学校の先生及び保護者へのアンケートを参考

に、花育の効果的実施を図る。

｢北海道 BEST FLOWER 

COLLECTION 2017｣ 

寄せ植えの様子 



平成 29年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

１ 青森県花のくにづくり推進協議会（青森県） 

２ 協議会構成団体 

ＪＡ全農あおもり、(株)青森花卉等県内５花き市場、花キューピット青森

支部、フジテレビフラワーネット加盟店会青森県支部、(株)中村生花店、

日本フラワーデザイナー協会青森県支部等花装飾３団体、（地独）青森県

産業技術センター農林総合研究所、青森市農業振興センター、八戸市農業

経営振興センター、青森県農林水産部 

３ 主な取組 

（メニュー名）
（１）物流の効率化の検討・実証

①取組内容

県産花きの関東市場向け輸送の効率化を図るため、県内農協、全農、市場、

運送業者等の連携により、新たな共同輸送体系の構築について検討・実証を

行った。 

実証試験では、輪ギクを含む４品目について、従来輸送（各農協 → 関東

市場）と試験輸送（各農協 →県内市場 → 関東市場）の試験区を設定し、輸

送日数や輸送温度の出荷物品質への影響等を調査し、輸送費等を試算した。 

②取組による成果

県内に気付先を設けて行う共同輸送では、輸送日数の増加による品質低下

が懸念されていたが、９月下旬の場合、輪ギク、アルストロメリア、トルコ

ギキョウでは品質低下が認められず、グラジオラスのみで品質低下が認めら

れた。 

輸送費の試算では、県内輸送費と保管・手数料が新たに発生し、県外輸送

費が上昇するといった共同輸送のデメリットが目立った。特に入り数の少な

いトルコギキョウやアルストロメリアでは、輸送費の上昇が大きかった。輸

送時間も長くなる場合が多いと推察された。 

③取組による課題

現状では、集荷・発送時間、出荷先市場が農協間で異なることから、輸送

体制を統一して共同出荷することは難しいと考えられた。 

しかし、今後、調達できるトラックの不足や運賃の上昇、農協職員の不足

等により、共同輸送が必要となる場面もあるのではないかと予想された。 

 今後は、気温の高い夏季（７、８月）での共同輸 

送による品質低下の有無の検討、県内の輸送費を低 

減させるための新たな流通体制の検討、共同出荷が 

可能となる農協の輸送条件や集荷体制の検討、グラ 

ジオラスのように輸送中に開花が進展やすい品目の 

輸送体制（コールドチェーン）の検討などが必要と 

考えられた。 

試験輸送後の品質調査
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 （２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容 

日常的に花に接する機会を創出するため、平成 29 年 5 月から 12 月の間、

県内の幼稚園、小・中学校等や老人福祉施設において花壇づくりや寄せ植え

教室、フラワーアレンジメント教室を開催した（開催回数 33 回、参加人数

1,016 人）。 

②取組による成果 

体験後のアンケート調査によると、幼稚園、小・中学校等では「楽しかっ

た」が 95％、「今後、家庭でも花をたくさん飾りたい」が 60％、「誕生日や

記念日に花をプレゼントしたい」が 42％となり、老人福祉施設では「植物に

触れる喜びにより、精神的に安定した」が 100％、「体験を通じて、周囲の

人々との共感やコミュニケーションが促進された」が 89％となるなど、花育

や園芸療法の効果が確認できた。 

追跡調査によると、「体験後に花を購入する回数が増加した」が 20％、「花

の購入金額が増加した」が 13％、「花の消費量が増加した」が 15％となり、

花の消費量を増加させることができた。 

③取組による課題 

  花を身近に感じ、家庭で日常的に飾る意識を県民 

に根付かせるためには、1 回限りの花育・園芸福祉 

体験よりも継続的な体験が有効であると考えられる 

ことから、今後も花に親しむ機会を継続して提供し 

ていく必要がある。 

 

（３）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 

「あおもりフラワーフェスティバル 2017」（平成 29 年 8 月 26～27 日）に

おいて県産花きのフラワーアレンジメントの展示、青森市場祭り（平成 29 年

10 月 1 日）及び弘前市場祭り（平成 29 年 11 月 26 日）においてフラワーア

レンジメントの制作過程のデモンストレーションを実施した。さらに、津軽

海峡交流圏「大農林水産祭」（平成 29 年 11 月 11～12 日）において、東京オ

リンピック開催を花で祝うフラワーショーなどを実施した。 

②取組による成果 

来場者の鑑賞後のアンケート調査によると、「楽しかった」が 79％となり、

「今後、家庭でも花をたくさん飾りたい」が 69％、「花を購入する機会を増

やしたい」が 32％となるなど、来場者に様々な場面での花きの使い方や飾り

方を提案することができた。 

③取組による課題 

  展示テーマやデモンストレーションの内容を工夫 

し、新たな消費スタイルの提案に心がけ、県内花き 

の消費が上向くよう今後も継続して実施する必要が 

ある。  
大農林水産祭フラワーショー  

 
 
 

 
小学校での花壇づくり体験  
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１ いわて花と緑の普及協議会（岩手県） 

２ 協議会構成団体  

岩手県、八幡平市、全国農業協同組合連合会岩手県本部、(株)盛岡生花地

方卸売市場、岩手県花卉商組合、(公社)日本フラワーデザイナー協会岩手

県支部、花キューピット協同組合岩手支部、フラワーネット岩手県支部、

NPO 法人 Green  Fields、新岩手農業協同組合八幡平花卉生産部会 

３ 主な取組   

（１）学校・福祉施設等での花育体験推進 

① 取組内容 

保育園や幼稚園の園児等を対象にフラワーアレンジ 

メントや寄せ植えの体験を通し、花や緑に親しむ場 

を提供した（平成 29 年７～12 月、計 14 回、347 名参 

加）。 

② 取組による成果 

参加者へのアンケートでは（回収率 97％）、99％が 

「今回の体験は楽しかった」、98％が「また体験した 

い」と回答しており、体験を通し花や緑への関心が 

高まった。また保護者への追跡調査（回収率 89％） 

では、12％が「普段花を購入しないが（体験後に）購 

入した」、54％が「普段購入しないが（体験後に）購入したいと思った」

と回答しており（下図参照）、子供の花育体験により保護者の購買意欲が

喚起された。 

③ 取組による課題 

   花育体験を通し花や緑への関心が高まったことに加え、保護者の購買意

欲が喚起されたものの、県産花きの認知度はまだまだ不足している。今後

は花育体験に生産者が参画し、参加者とのふれあいを通して県産花きの魅

力を伝えながら、認知度の向上や需要拡大を図る。 

 

（２）花文化と併せた国産花きの情報発信 

 ① 取組内容 

   県産りんどうの海外でのブランド力向上と輸出拡大を目的に、国外での 

5% 22% 12% 54% 8%

普段から購入しており、普段より多い回数・金額を購入した

普段から購入しており、普段どおりの回数・金額を購入した

普段購入しないが、購入した

普段購入しないが、購入したいと思った

普段購入しないし、今後も購入の予定はない

図 保護者への追跡調査結果（設問：花育体験後の家庭での花類の購入について）

フラワーアレンジメントを 
体験する園児たち 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＲ用パンフレットを作成した。また生産者等が香港及びオランダにて、

次の内容でプロモーション活動を行った。 

ア 香港（平成 29 年８月 25～28 日 ６名参加）  

    主な内容：フローリストや一般消費者を対象に、ミニブーケやアレン

ジメントのデモンストレーションを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ オランダ（平成 29 年 11 月６～13 日 ５名参加） 

    主な内容：ＩＦＴＦ展（国際花卉トレードフェア）の日本植物輸出協

議会のブースにてりんどうを展示し、商品説明を行った。 

② 取組による成果 

現地で直にりんどうの魅力をＰＲしたことで、来場したバイヤーと来期

に繋がる商談ができた。また、現地での需要期や出荷形態の要望を詳しく

把握することができた。 

③ 取組による課題 

輸出拡大における課題として、着荷時に開花が進みすぎていること、出

荷時期が輸出先の需要期に合致していないこと、出荷期間が短いこと、品

質にばらつきがあること、が明らかになった。今後は花の切り前や出荷時

期の見直し、出荷期間の拡大、品質の平準化に取組む。 

 

（３）物流の効率化の検討・実証 

① 取組内容 

  りんどうの実需に応じた出荷調整と物流の効率化を図るため、予冷と鮮

度保持剤、鮮度保持効果のある梱包資材（鮮度保持ダンボール、ＭＡ包装

フィルム）によるりんどうの鮮度保持試験を行った（平成 29 年７月～11

月、試験品種「安代の夏」「安代の秋」「安代のさわかぜ」「安代の夕映

え」）。 

② 取組による成果 

  品種によって効果のある鮮度保持資材が異なることが分かった。７～８

月開花品種「安代の夏」は予冷と特定の鮮度保持剤を組み合わせることで、

また 10 月開花品種「安代の夕映え」は鮮度保持ダンボールまたはＭＡ包装

フィルムを使うことで、それぞれ鮮度保持効果が確認された。 

③ 取組による課題 

  より多くの品種について資材の効果を確認し、知見を蓄える必要がある。

その上で、予冷と鮮度保持剤を組み合わせた出荷調整技術の確立を目指

す。更に輸出に適した鮮度保持資材を検討し輸出拡大を目指す。 

香港にてミニブーケの作り方を 
デモンストレーションする生産者 

来場者にミニブーケをプレゼント 
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１ 宮城県花と緑普及促進協議会（宮城県） 

２ 協議会構成団体  

宮城県、仙台市、全国農業協同組合連合会宮城県本部、宮城県園芸協会、

宮城県花卉商業協同組合、仙台市中央卸売市場花卉仲卸協同組合、仙台生

花(株)、（株）仙花、株式会社石巻花卉園芸 

３ 主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）園芸資材リサイクルシステムの検討・実証 

①取組内容 

環境負荷の低減と、生産者における生産 

 コストの削減を目的として、花き市場で使 

 い捨てとなっていた園芸用トレーを回収・ 

 再利用するシステムを検討・実証した。花 

 卉商業協同組合内にストックヤードを設け、 

 年間を通じ、組合職員が分別を行うととも 

 に、生産者が回収し、県内の生産者（希望 

 者）に分配する流れを実証した。途中、平 

 成 29 年７月、９月、10 月および平成 30 年１月の４回、廃棄物処理関係の専 

 門家をアドバイザーに招き検討会議を開催し、システムを継続運用していく   

 ための検討を行った。 

 

②取組による成果 

トレーのリユース率は平成 28 年度が 58％、平成 29 年度が 56％とほぼ横

這いであるが、専門家の助言により、生産者と市場が共同で取り組むスシス

テムの素案が示され、それぞれの役割の明確化や合意形成に向けた道すじが

示された。今後、システムを運用していく中で、リユース率は更に増加する

と期待される。 

 

③取組による課題 

関係者の合意形成を図り、システム運用開始に向け調整を行う。  

 

（２）フラワーコンテスト、花文化展示、シンポジウム等の開催 

①取組内容 

消費者に対し新たな花き需要を掘り起こ 

 し、花文化の浸透及び県産花きの認知度向 

 上を図るため、平成 30 年２月８日から 17 

 日にかけて、仙台市内４会場で「フラワー 

 フェスティバル 2018 ハッピーブルーム」を 

開催した。メインとなるイベント（２月 10 

日に仙台市情報・産業プラザ「アエル」で 

開催）では、県産花き展示やフラワーワー 

クショップ、ステージイベント等を実施した。 

 
 
     

  専門家を招き，検討会を開催。 

 
 
     

県産花きを用いたアレンジメント教室 
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②取組による成果 

メインイベントには約 1,000 人が来場し、 

ワークショップの参加者数は合計 380 人で 

あった。若い花き生産者を紹介する展示や、 

フラワー装飾とファッションを融合させ、 

花きの新な楽しみ方を提案するステージイ 

ベント、専門学校の学生の起用等により、 

花の購入が少ないとされている 20 代から 

40 代の若年層に対しても、花の魅力を訴求 

できた。 

 

③取組による課題 

一過性でなく、継続的な花き消費を喚起するため、様々な消費者層に向け

て、花のある暮らしの提案・定着を図る取組を継続する必要がある。 

 

（３）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容 

子ども達に花や緑に親しむ機会を提供す 

るとともに地域とのつながりを深めるため、 

県内の小学校及び児童館あわせて５か所で、 

平成 29 年８月から平成 30 年２月に延べ 17 

回にわたり、花壇づくり等を行う「花育教 

室」を開催した。また、11 月に「花育移動 

教室」として、小学生親子を参集し、花き 

産地を巡り、見学や体験活動を行うバスツ 

アーを２コース実施した。 

 

②取組による成果 

花育教室には延べ 331 人の児童が参加した。児童と保護者を対象としたア

ンケートでは、花育体験後の変化として、家庭内での花や緑に対する関心が

高まった旨の回答が 56％､花の産地への関心の高まりや購入時に県産を優先

するようになった旨の回答が 15％であった。また「いい夫婦の日」や「フ

ラワーバレンタイン」等の物日に対する認知度が 4.2 ポイント増加した。 

花育バスツアーには延べ 40 組の親子が参加。アンケートでは、「生産者

への親しみや生産現場への理解が深まった」という回答が多く聞かれた。 

 

③今後の取組予定 

花育教室終了後も学校と地域の生産者のつながりが継続し、独自に花育活

動を続けている事例もあることから、花育のきっかけを作るための事業とし

て、実施校を変えて継続していくとともに、１か所当たりの体験人数を増や

すなど、より効果的に運営する工夫も必要である。 

 
 
     

花き生産者紹介展示の一画 

 
 
     

バスツアーでの寄せ植え体験 



平成 29年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

１ 秋田県花きイノベーション推進協議会（秋田県） 

２ 協議会構成団体  

秋田生花㈱（卸売業者）、秋田県花き生産者連絡協議会、秋田県花卉小売

商業協同組合(花き小売)、秋田県花いっぱい運動の会、全農秋田県本部、(一

社)秋田県農業会議、秋田県農林水産部 

３ 主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１）フラワーコンテスト・シンポジウムの開催 

① 取組内容 

国内外のトップレベル選手をはじめ、県外 

から多くの観光客が来県する「2018FIS フリ 

ースタイルスキーワールドカップあきた田沢 

湖大会」が平成 30 年３月３日から４日にかけ 

て開催された。 

ウエルカムパーティー会場へのモニュメン 

ト展示や大会勝者へのビクトリーブーケ、日 

本人選手の引退セレモニーへの花束提供を行った。 

② 取組による成果 

ピョンチャンオリンピック 2018 直後の大会ということで注目度は高く、

会場には約 4,500 人が来場した。県産花きを使ったビクトリーブーケの紹

介も行い、様々な客層・年齢層の消費者に花きの魅力をＰＲできた。 

③ 取組による課題 

   次年度以降も、こうしたスポーツ大会やイベントを通じて、広く消費者

にＰＲを図っていく。 

 
（２）花文化と合わせた国産花きの情報発信 

① 取組内容 

本県オリジナル品種である「ＮＡＭＡＨＡＧＥ 

ダリア」をはじめとした花きの輸出促進に向け、 

香港の輸入業者と連携し、展示やアレンジのデ 

モンストレーション等のイベントを平成 29 年 

11 月 17 日から 19 日にかけて開催した。 

 ダリアを中心とした花材で会場内を展示装飾 

し、消費者がすぐに購入できるようブーケやア 

レンジメントを多数用意した。 

② 取組による成果 

 会場には連日多くの人が来店し、県産花きの品質の高さをＰＲすること

ができた。また、この取り組みにより、ダリアの継続輸出につながった。 

③ 今後の取組予定 

香港への輸出ルートは確立されたことから、新たな国への輸出の可能性

を調査していく。 

 

モーグルワールドカップでのＰＲ 

アレンジのデモンストレーション 



平成 29年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

１ 山形県花き生産連絡協議会 

２ 協議会構成団体  

山形県 JA 園芸振興協議会花き部会、庄内花き生産組織連絡協議会、日本ば

ら切花協会山形県支部、山形県鉢物協議会、山形県花木生産者協議会、山形

県りんどう生産研究会、山形県トルコぎきょう研究会、山形生花地方卸売市

場、山形県生花商組合連合会 

３ 主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容 

フラワーアレンジ体験を通じて花きへの興味を持ってもらい、生活の中

へ花きを取り入れてもらうきっかけ作りを行うことを目的として、平成 29

年７月 19 日に保育所の園児を対象とした花育教室を開催し、40 名の園児・

職員が参加した。 

      

 

      

 

 

②取組による成果 

 花育体験後のアンケートでは、参加した全員が「今後もこのような教室

があったら、また参加したい」と答えており、花きに対する興味・関心が

高まった。また、参加者の保護者の 23％が「体験のあと、自宅に花を飾る

回数が増えた」と答えており、花きの購入頻度が高まった。 

 

③取組による課題 

 参加者の保護者の 93％が「花育」を知らなかったことから、花育体験の

機会をより多く提供し「花育」の認知度を上げる必要がある。また、小学校

等で定期的に花育体験を行うなど、花きに対する興味・関心をもってもらう

きっかけとなる機会を、継続して提供していく必要がある。 

 

 

生産者による地元の花の説明 アレンジメント制作の様子① 

アレンジメント制作の様子② アレンジメント完成 



平成 29年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

１ 福島県花き振興協議会（福島県） 

２ 協議会構成団体  

株式会社福島花き、株式会社あいづ園芸（卸売業者）、福島花卉商業協同

組合（花き小売）、福島県鉢花生産者協議会、ＪＡ全農福島園芸部（生産者

組織等）、福島県農林水産部園芸課（行政） 

３ 主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容 

児童の豊かな人間性を育むため、県産花きを活

用し、花を育てる機会を提供することで、花と緑

に親しみ、心のやさしさや豊かさを醸成すること

を目的に開催している。 

平成29年度も県内の小学生及び幼稚園生を対

象に、全39回開催し、計1,602名の参加者があっ

た。県産花きの知識やいけばなの由来と四季の行 

事についての講義や、県産花きを活用したいけばなやフラワーアレンジメン

ト体験を行った。 

②取組による成果 

花育体験後の追跡アンケートでは、回答のあった 445 名の内、33％の方が

子供の花や緑に対する変化があり、20％の方が花の購入機会が増えた。 

③取組による課題 

   徐々に実施地域は拡大しており、平成 30 年度はさらに、回数、地域を増や

して実施できるよう調整するとともに、効果分析を行う。 

（２）平成 29 年度花きセミナーの開催 

①取組内容 

他産地の現状を把握し、より高品質で安定した花き栽培技術の習得と産地

振興を目的に開催。 

平成30年1月26日に県内の生産者、関係機関・団

体等約70名が参加し、長野県農政部園芸畜産課担

当係長から、長野県の花きの取組について講演を

いただいた。 

また、福島県農業総合センター作物園芸部花き

科長から、浜通りで行ったカンパニュラの電照栽

培と夏秋小ぎく露地電照栽培の実証研究成果が報

告された。 

最後に、福島県内の資材メーカー２社から、遮光・高温対策資材、鳥獣害

対策資材が紹介された。 

 ②取組による成果 

  本セミナーにより、参加者は他県の輸出等の特徴的な取組を学ぶとともに、

県における実証研究成果を認知できた。 

③今後の取組予定 

  平成３０年度においても、引き続きセミナーを開催し、県内花きの生産振

興に繋げていく。 

小学生等を対象とした花育 

花きセミナーの様子 


