
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 花の国づくり滋賀県協議会（滋賀県） 

２ 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

本ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾅｰ協会滋賀県支部、（株）なにわ花いちば、京都生花（株） 

３ 主な取組 

 
（メニュー名）

（１）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

県産花きの認知度向上や花文化のＰＲ等を

目的に、花き品評会（11 月）、県産花き展示

会（東京 10 月、大阪 1 月）を計３回開催。 

② 取組による成果

来場者に対して花きＰＲを行ったほか、花

の購入頻度について調査したところ、最も多

かったのは「１ヶ月に１回」（31％）だった。 

またイベントの来場者が周辺の花屋に花を

買い求めるなど、消費拡大活動の効果もあっ

た。 

③ 今後の取組予定

これまで取り組んできた日常生活における花飾り文化の普及に加え、花

贈り文化についても普及するよう展示方法を改善するなどして、より多

くの消費者に花文化が定着するよう提案展示を行う。

（２）学校・福祉施設等での花育体験推進

① 取組内容

小学生を対象に花きに親しむ機会を提供する

ことを目的として、平成 29 年６月から 12 月の

間、滋賀県内の小学校 10 校で花育教室を開催

し、合計 473 名の児童が花育体験をした。 

② 取組による成果

参加した児童の保護者を対象に、花育体験後、

アンケート調査をしたところ、回答者のうち約

８割の家庭で花きの購入頻度が増えたという結

果になった。 

③ 今後の取組予定

調査結果より、家庭における花き購入のきっかけとして「花育」が有

効であると思われる。 

各家庭で花文化として定着を図るためには、一回限りの花育より、継

続的に花に触れる機会を提供していく必要がある。 

県産花き展示会（東京） 

小学校での花育体験 



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 京都府花き振興ネットワーク（京都府） 

２ 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 

３ 主な取組 

 
（メニュー名）

（１）花育シンポジウム

① 取組内容

学校教員を対象に、花育の児童に対する効果

や教育に取り入れる効用について理解を深め

ることを目的として、平成 30 年３月２日に京

都市キャンパスプラザ京都においてシンポジ

ウムを開催し、関係者含め 78 名が参加した。

② 取組による成果

パネルディスカッションにおいて教育課程

に花育を取り入れることの有用性について言

及され、花育を授業に取り入れることに関し、

参加した全教員の意欲が高まった。（アンケー

ト調査から）

③ 取組による課題

花育の取組について、現在は出前授業にすぎず、花育を定着させるために

は、教育課程（カリキュラム）に組み込む必要があり、教育機関との協議が

課題。 

（２）学校等での花育体験推進

① 取組内容

主に小学生を対象に花きに親しむ機会を提

供するため、平成 29 年５月から平成 30 年３

月の間、府内の小学校等校で 95 回の花育教室

を開催し、合計 4,367 名の児童が花育体験を

した。 

② 取組による成果

保護者への消費実態調査の結果、６％の保

護者が花育体験後の花きの購入頻度が高くな

ったことが明らかとなった。 

③ 取組による課題

本取組への生産者の関与を促し、府内産花き生産の現状や、魅力について

の理解を深めてもらう体制づくりが必要。 

花育シンポジウムの状況

いけばなの花育（桃の節句）作品



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 大阪府花き振興協議会（都道府県名） 

２ 協議会構成団体 

大阪府農林水産部、大阪府花き園芸連合会、(株)JF 鶴見花き（卸売業

者）、西日本花き(株)（卸売業者）、JF 兵庫県生花（卸売業者）、大阪生

花商協同組合（花き小売）、NFD 大阪支部(花き小売)、大花協技能士会、

(株)日比谷花壇・日本ハンギングバスケット協会大阪支部、花セラピスト 

３ 主な取組 

 
（メニュー名）

（１）学校・福祉施設等での花育体験の実施

①取組内容 

幼稚園・小学校・中学校・養護施設などでの花育

を実施。平成 29 年 7 月から平成 30 年 1 月末までに 

大花協技能士会が府内８校の幼稚園・小中学校で花 

育教室を実施し、合計 325 名の園児・児童や生徒が 

花育体験をした。 

②取組による成果

事後アンケートによると、参加者 325 名中 207 名

から回答があり、内 54 名が、花に対して関心や家庭での使用が増えたとの 

結果であった。 

③取組による課題

事後アンケート調査結果から、「花育」の定着を図るためには、一回限り

の花育より継続的な花育が有効であると思われることから、継続的な花育が 

出来るようなプログラムの作成及び小学校等への働きかけが必要である。 

（２）花文化展示会の実施

①取組内容

住宅展示場における、住宅メーカーのモデルハ

ウス内での展示。

②取組による成果

小売商・フラワーデザイナーに、住まいの花に

関する実情を知ってもらうと共に、住宅メーカー 

においても花を置けるスペースとその必要性を感 

じてもらえた。 

③取組による課題 

「花やみどり」を身近に感じていただける様にするには、手の届く予算内

での装花が不可欠と思う。また、住宅展示場に来られる方々は、新しく住居

を 構える人が多いと思われる。戸建てやマンションであってもモデルハ

ウスからの実生活に近い提案を持続可能な形で、住宅メーカーとのコラボ

を実施する事がより効果的と感じた。

花育の様子 

展示会の様子



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 兵庫の花づくり推進協議会（兵庫県） 

２ 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、ＪＦ兵庫県生花株式会社、

株式会社姫路生花卸売市場、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 

３ 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 

兵庫県らしい新しい物日の他、ひとつの物日を

テーマに県下で多彩なパターンでの展示を展開する

取組を行った。

・回数：48 回（平成 29 年５月～平成 30 年３月の間）

・対象者等：神戸近辺の商業施設・駅等利用者、

県下の公共施設来園者等 

② 取組による成果

・花文化展示来場者数：267 万人

・会員が協力し、同じ物日で様々な展示を県下各地で実施したことで、広い

範囲をカバーし、タイプの違う客層にＰＲできる効果的な展示となった。

生産量全国第 8 位を誇る花壇苗では、通常の寄せ植えとイメージを変えた

プロの飾り付けが多くの関心をひき、新たな飾り方の提案につながった。 

③ 取組による課題

花の販売やフラワーアレンジメント体験とセットで行うなど、展示を見る

ことで高まった花への関心を効果的に消費につなげる工夫が必要である。

（２）花育体験の実施

① 取組内容

・協議会員他、地域の農家と分担し、学校の他、公民館や福祉施設など、

希望される団体の掘り起こしときめ細やかな実施につながった。 

実施期間：平成 29 年５月～平成 30 年２月 回数：70 回 

参加者数：2,314 人 

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

・参加した児童とその親を対象に行った消費実態に関するアンケート調査

で、40％の家庭が花育体験後に家で花を植えたり飾ったりするようになっ

たと回答があった。 

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



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 奈良県花き振興協議会（奈良県） 

２ 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 

３ 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 15 鉢・五葉松盆栽 15 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「サツキ・五葉松の盆栽を輸出する

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

・薬剤消毒の効果が明らかとなり、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。 

（２）学校・福祉施設等での花育体験推進

①取組内容

保育園、幼稚園児を対象に花きに親しむ機会を

提供することを目的として、平成 29 年 10 月から 

平成 30 年２月の期間に、奈良県内の保育園、幼 

稚園のべ９園で花育教室を開催して、合計 299 名 

の園児が花育体験をした。 

②取組による成果 

参加した園児とその親を対象としたアンケートによる消費実態調査の結

果、花育体験前に、74％の家庭が年に１回以上花や緑を購入している。花

育体験後に、68％の家庭が花や緑を購入した、又は購入を予定されてお

り、数字として伸びは見られない。 

③今後の取組予定

アンケート調査結果から、花育体験の成果を上げるためには、継続的な取

組が必要であると思われることから、保育園等への働きかけが必要である。

サツキ・五葉松の盆栽の

効率的な消毒方法等の実証

保育園での花育教室の開催



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 和歌山県花き振興協議会（和歌山県） 

２ 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 

３ 主な取組 

 
（メニュー名）

（１）小学生を対象とした花育体験

①取組内容 

小学生を対象に花きに親しむ機会を提供することを 

目的として、平成 29 年５月３日～４日に三井アウトレ 

ット大阪鶴見、平成 30 年２月 10 日～11 日に和歌山県 

ＪＡビルでフラワーアレンジメントを、平成 29 年８月 

９日～10 日に近鉄百貨店和歌山店で生け花の体験教室 

を開催し、合計 500 名の児童が花育体験をした。 

②取組による成果

参加した児童の保護者からは、「子供が興味深く無

心でお花をいけてくれて感動しました。」、「子供が 

お花に興味を持つことは親としても喜ばしいことだと 

思う。」、「子供が迷いなくどんどん生けている姿が 

楽しそうでした。」といった意見をいただいた。 

消費者実態調査の結果は、花育に対する知名度は「知っている」が 48％と、

昨年と比較すると３ポイント高まった。花育体験後の購入金額は「ほぼ変わ

らない」が 75％と最も多く、「高くなった」は 17％で、「安くなった」を８

ポイント上回った。また、購入頻度は「増加する」が 66％であり、「変わら

ない」の 31％を大きく上回る結果となった。 

③取組による課題

アンケート結果から、「花育」の認知度は徐々に高まってきていることが

実感でき、今後も継続的に花育ができるプログラムの作成が必要である。さ

らに、購入金額や購入頻度の向上を目指し、小学児童や親子を対象とした県

産花きの認知度向上も含めた花育が必要である。 

（２）『母の日参り』をテーマとした花文化の発信

①取組内容

小売店、仲卸や花き市場など 70 名参集のもと新たな

花文化『母の日参り』を提案する目的として、平成 30 

年３月５日に大森東急 REI ホテルでプレゼンテーション 

を行った。 

②取組成果 

参加者を対象としたアンケートから『母の日参り』の認知度は 85％で、前

年に実施した一般消費者を対象とした調査より 36 ポイント高い。また、本取

組が販売量の増加に繋がるという回答は 74％であり、取組の浸透と手応えを

実感しつつも、認知度と比べるとポイントが低く、さらなる推進の必要を感

じた。 

③取組による課題

『母の日参り』が新たな花文化として定着するためには、花き業界との連

携強化、小売店での『母の日参り』としての販売意識のさらなる向上、『母

の日参り』パートナーシップ団体による消費者へ継続的な啓発活動が必要で

ある。 

花育の様子

プレゼンテーションの様子
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