
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 花あふれるふくおか推進協議会（福岡県） 

２ 協議会構成団体 

  福岡県、福岡県花き園芸連合会、福岡県花き市場協議会、全国農業協同組

合連合会福岡県本部、福岡県花商団体連合会 

３ 主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１）フラワーコンテスト、花文化展示会等の開催 

① 取組内容 

若い世代に花の魅力を伝え消費を喚起するた 

め、福岡市中心部の商業施設において、「ふく 

おかフラワーフェア」を開催（平成 29 年 11 月 

25 日～26 日）。県産花きの飾花によって華やい 

だ会場で、小学生アレンジコンテストや花いけ 

バトル、フラワーアレンジ教室などを実施した。 

２日間で約１万人が来場。 

② 取組による成果 

来場者にアンケート調査を実施（回答者 354 名）。「自宅で花を飾る人」

は 55％で、昨年より 19 ポイント増加した。また、「今後、花の購入が増え

そう」と答えた人は 66％と昨年より６ポイント増加した。 

③ 取組による課題 

取り組みの成果が着実に表れている。今後も趣向を凝らし、様々なイベン

トで花の魅力を発信し続けることが重要。 

 

（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

① 取組内容 

県内小学校（26 校）と 17 会場で「親子フラ 

ワーアレンジ教室」や「親子花育教室」を実施 

（平成 29 年６月～平成 30 年２月）。参加者は 

1,415 名。 

県内福祉施設（５か所）と特別支援学校（３校）で、ハンギングバスケッ

トの作成体験を実施（平成 29 年 11 月～12 月）。参加者は 120 名。 

② 取組による成果 

事後アンケートの結果、「花の購入頻度が増えた」、「家庭でもアレンジ

を楽しむようになった」などの回答が寄せられた。 

③ 取組による課題 

花育体験は購買を喚起するのに実効性の高い取り組みであることが分かっ

た。一過性のものとならないよう、定着させる工夫と継続的な取り組みが重

要。 

 

 
 
   写 真 

好評を得た花いけバトル 

アレンジに夢中の小学生 



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 佐賀県花づくり推進協議会（佐賀県） 

２ 協議会構成団体 

佐賀県農業協同組合、佐賀県花き生産団体連合会、（株）佐賀花市場、 

（株）唐津花市場、佐賀花商組合、唐津花商組合、佐賀県 

３ 主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

 

小学校における「花の教室」 

（１）フラワーコンテスト、花文化展示会等の開催 

 ① 取組内容 

・県民に花のある生活の豊かさや安らぎを感じてもらう機会を増やし、県産

花きの需要拡大を図るため、「佐賀県ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」を平成 29 年 11 月に

開催。ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄの展示や、高校生ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞｺﾝﾃｽﾄ、花の教室を実施。 

② 取組による成果 

・ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄの装飾やﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞｺﾝﾃｽﾄ等 

により、来場者に花のある生活の大切さや 

心がやすらぐ等の花の魅力を PR できた。 

③ 今後の取組の予定 

・平成 30 年度は、本県で行われている「肥前 

さが幕末維新博覧会」とｺﾗﾎﾞすることで 

集客を図り、花に馴染みのない客層にも 

花のある生活の豊かさや安らぎを感じてもらえるよう、継続して開催する

予定。 

（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

 ① 取組内容 

・花に対する興味や理解を深めるとともに県産花きの需要拡大を目的として、

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室（「花の教室」）を実施。子どもの頃から花に親しむ習

慣を身につけてもらうために小学校で、また来店機会を作ることで消費拡

大につなげるために生花店等で、さらには高齢者等に癒しを与えるために

福祉施設で実施し、2,155 名が受講（うち小学校での実施 15 回 646 名、生

花店等での実施 46 回 555 名、福祉施設での実施 63 回 954 名、ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞ

ﾙでの実施３回 85 名）。 

 ② 取組による成果 

・本活動を通じ、生花店で花を購入する機会が 

増えた家庭は 15％、今後も福祉園芸体験に 

取り組みたいという施設は 79％であり、花の 

魅力が伝わり、需要拡大につながる活動と 

なった。 

 ③ 今後の取組の予定 

・今までの取り組みに生産者も参加し、受講する 

生徒には、花に触れる魅力だけでなく、生産者 

の苦労や花への想いをより強く感じてもらえるよう、継続して取り組む。 

 

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄの展示 

 

花の教室の様子 



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 長崎県国産花き振興地域協議会（長崎県） 

２ 協議会構成団体  

長崎県花き振興協議会（各専門部会含む）、長崎花き園芸農業協同組合、

佐世保花き園芸農業協同組合、長崎花商協同組合、JFTD 長崎県支部、長崎

県農林部農産園芸課 

３ 主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）需要期における国産花きの安定の実証 

① 取組内容 

 ・小ギクの需要期である８月お盆期の安定供給によ 

  る市場シェア拡大を目的に、露地耐候性 LED 器具 

  を活用した夏秋期小菊電照栽培技術について、実 

  証を行った。 

② 取組による成果 

 ・当地域において、露地小菊の無電照栽培は平成 29 

年５月から６月の高温少雨の影響により早期発蕾 

による出荷時期の前進化が見られたが、露地耐候性 LED を使用した電照

栽培では供試品目 10 品種のうち５品種において発芽分化抑制効果が見ら

れた。 

 ・今回の取り組みをきっかけに、生産者や県、市、JA、卸売市場、種苗メー 

カーの連携による当地域の産地育成に向けた実施体制が形成された。 

③ 取組による課題 

 ・露地耐候性 LED による発芽分化抑制効果がみられた５品種においても、

平成 29年５月から６月の高温少雨の影響でフラワーフォーメーションが

乱れたり、切花ボリュームが不足しているものもあったことから、露地

耐候性 LED による花芽抑制効果があり、且つフラワーフォーメーション

や切花ボリュームに優れた小菊品種の選定を実施する。 

（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

① 取組内容 

・花に対する関心を深め、国産花きの PR と消費拡大を目的とし、県内８市

で子育て支援センター・幼保育園・学童保育・小中学校・大学開催講座・

老人障害者福祉施設においてフラワーアレンジメント 

や生け花・寄せ植え等を行った。体験者は 79 団体 

2,980 人となった。 

② 取組による成果 

・受講者（児童の場合はその保護者）への追跡アン 

ケートを実施し、花育体験後の花きの購入頻度が 

増加した人の割合が全体の 45.31％となった。 

また、福祉園芸体験実施施設の「今後取り組みたい」という施設の増加

割合も 80％と、花の消費意向の向上効果は高かった。 

③ 今後の取り組み 

 ・本事業で習得した花育実施方法のノウハウを、活用していく。 

 

 
 
     

現地検討会 

中学校での花育体験 



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 熊本県花き協会（熊本県） 

２ 協議会構成団体 

熊本県、熊本県経済農業協同組合連合会、熊本県花き園芸農業協同組合、

熊本県花き事業協同組合、熊本県花き地方卸売市場花商組合、肥後花市場花

商組合、県内 25 市町村、県内 11 農協 

３ 主な取組 

 ー名） 
 
 
 

（１）学校等での花育体験推進 

①取組内容 

地元産花きに触れ合う体験による花への関心の

向上と消費拡大を目的に、平成 29 年 7 月から平成

30 年 1 月の間、県内の小学校 12 校で、フラワー

アレンジメントや寄せ植え体験を 348 名に実施し

た。 

また、花への関心の向上と消費拡大に加えて、

花を贈ることの喜びを感じてもらうために、平成

29 年７月に、県内の小学校及び中学校、高校 30

校の計 998 名の学生に対してフラワーボックス作

りを行った。作成したアレンジメントは地震によ

る仮設住宅や福祉施設に入居している方及び家族

等の大切な人にプレゼントしてもらう取組みを行

った。  

②取組による成果 

参加した学生等へのアンケートにおいて、「お花屋さんで自分の好きな

花を買ってアレンジメントを作ってみたい」と答えた割合は 83％であるな

ど花及び花屋さんへの関心が高まった。 

また、参加した学生の保護者へのアンケートによる消費実態調査の結果、

花育体験後の花きの購入頻度は、花育実施前は一人当たり 0.5 回/月程度で

あったものが、0.8 回/月程度に増加した。 

③取組による課題 

花の消費拡大を図るためには、花育による花購入のきっかけ作りと、継

続的な花育が有効であると思われることから、より効果的な方法を検討し

ながら、継続的に花育ができ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。 

 
小学校での親子アレンジ体験 

  
フラワーボックス作り 



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 大分県花き産業振興協議会（大分県） 

２ 協議会構成団体 

  大分県花き生産者協議会、株式会社大分園芸花市場、丸果大分大同青果株

式会社、株式会社別府花市場、株式会社中津花市場、大分園芸花商組合、

大分花商業組合、別府花商組合、中津花商組合、一般社団法人日本生花通

信配達協会大分支部、ジャパンフラワーネットワーク大分県支部、NPO 法

人夢一輪の会、フラワー装飾大分県技能士会、公益社団法人日本フラワー

デザイナー協会大分県支部、大分華道協会、別府いけばな協会、大分県農

林水産部園芸振興室、大分県農林水産部農林水産研究センター農業研究部

花きグループ、JA 花き販売対策協議会、大分県園芸活性化協議会 

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 

花きに親しむ機会の提供を目的として、平

成 29 年 10 月から 11 月の間、花育教室を開

催した。県内３市町の小学校８校においてフ

ラワーアレンジメント教室、３市の幼稚園９

園においては花壇作り教室を開催し、合計

468 名の児童及び園児が花育体験をした 

 

② 取組による成果 

参加した児童及び園児の保護者を対象にし

たアンケートによる消費実態調査の結果、花

育体験後の花き購入頻度は 75％の増加が見ら

れた。 

また、アンケートの自由意見では「子供が

また花をいけてみたいと興味を持ってい

る。」「花のある生活に変えていきたい。」

等の意見がみられ、花への関心を深める効果

が確認された。 

 

③ 今後の取組予定 

次年度も小学生を対象とした花育活動を実施し、幼少期から花に触れ

あうことで花に親しんでもらうための活動を継続する。 

花育教室（小学校） 

花育教室（幼稚園） 



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 「みやざき花で彩る未来」推進協議会（宮崎県） 

２ 協議会構成団体 

宮崎県、宮崎県ＪＡ花き協議会、宮崎県花き生産者連合会、宮崎県花き卸

売市場連絡協議会、宮崎県生花商組合連合会、ＪＡ宮崎経済連 

３ 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

① 取組内容

・ 県民に花と触れ合い、花のある暮らしを身近に取り入れていただくため

平成 29 年 11 月 12 日の市場まつりにおいて、県産のコチョウランやダリ

アをメインに巨大オブジェやステージ装飾、花の美しさのＰＲを実施した。 

・ 平成 30 年２月上旬より宮崎会場及び２箇所のサテライト会場において

「ハッピーフラワーガーデン」をテーマに花の祭典 2018 を開催した。宮崎

会場では高品質な県産花きの展示品評会、若手生産者とフラワーデザイナ

ーのコラボレーションによる「花生けバトル」やフラワーデザイン・コン

テナガーデニングコンテストを開催し、花を美しく装飾表現する楽しさを

来場者に伝えることができた。宮崎ブランドコチョウランの見事な鉢花の

展示は多くの来場者の関心を得ていた。

・ サテライト延岡会場は初めての２日間開催となり、延岡市長も地域の花

きのＰＲのためセリ人として参加し、セリ参加者と模擬セリを実施した。

また、いけばなデモンストレーションを実施し、日本の花き文化の魅力を

伝えることができた。宮崎会場及び２箇所のサテライト会場とも花の体験

教室は満席と盛況で参加者に花に触れる機会を提案した。

宮崎ブランドコチョウランの紹介（宮崎会場） 



平成 29年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

② 取組による成果、参加者の反応

・ 宮崎会場は実施店舗の全面改装期間中にも関わらず 53,000 人が来場。

体験教室は、早朝の開店時にも関わらず多くの参加希望者が抽選会に並ぶ

ことから県民の花への関心の強さが伺えた。 

・ 県産花きの展示品評会においては、異常低温の厳しい冬型気候で 310 点

の出品と、前年 363 点より 53 点の減となった。品質においては低温環境

で生育したため、発色・花径・茎の硬さ・長さなどが優れ、高品質で優秀

な花きのＰＲとなり来場者の関心を引いていた。 

・ 若手生産者とフラワーデザイナーがコラボレーションした生産者参加型

の花生けバトル」では、若手生産者の生産する県産花きをふんだんに

使った個性的な花束などのデザインをその場で制作し競い合い、来場者

から歓声が上がるほどの盛り上がりとなった。花の表現の楽しさ、素晴

らしさを来場者へ伝えると共に、花の個性を生かしたフラワーデザイン

は、若手生産者へマーケットインによる用途に応じた花生産へつながる

アイディア提供になった。

・ 宮崎ブランドコチョウランの多様な洋蘭品種の展示では見事な花付、発

色に多くの来場者が関心を持ってみており、ギフト需要の高まりを確認で

きた。 

③ 今後の課題、取組の予定

・ 花の祭典のアンケートではホームユースが 39％（441 件/1,153 回答）

あり、花き需要の中心となっている。また、心が癒されるとの回答が

76％（589 件/1,419 回答）あり花の祭典の目的と合致している。より身近

に、消費者が気軽に花を家庭の中に取り込むきっかけとなるような花の祭

典として継続実施していきたい。 

延岡市長のセリ人参加（延岡会場） 



平成 29年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

（２）学校・福祉施設等での花育体験推進

① 取組内容

・ 花とふれあい、「やさしさ・きれいさ」を体験する花育を生花店や生産

者と連携し、県内各地で実施した。また、花育体験者や学校等のアンケー

ト調査を行い、家庭環境での花の消費動向を調査した。

② 取組による成果、参加者の反応

・ 実施回数は 33 回、参加者は延べ 641 名。

・ 花育が花に触れ合う機会と

なり「楽しかった・良かっ

た」との意見や「花に触れ合

う機会が少なかったから良か

った」との意見が多くみられ

た。 

普段の生活の中になかなか

「花を取り入れる習慣が少な

い」ことも確認できた。 

また、「機会があれば是非

参加したい」との意見が多く

見られた。 

③ 今後の課題、取組の予定

・家庭環境で「花を飾る」環境が整って

いない実態がうかがえるので具体的

環境確認調査を行い、花を飾る環境整

備のための「花育」を実施していく。

花を日持ち（長持ち）させる「花びん

の洗い方」といった花の管理法な

ど、フラワーデザイン面の装飾的な

「花育」に付加価値を加えた花育を実

施していきたい。

幼稚園での花育風景（都城） 

高校での花育風景（都城） 
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１ かごしまの花消費拡大推進協議会（鹿児島県） 

２ 協議会構成団体  

鹿児島県農協花き部会協議会、鹿児島県スプレーギク研究会、（株）鹿児 

島園芸花市場、鹿児島県花卉園芸農協、沖永良部花き専門農協、鹿児島県 

フラワー協会、（公社）日本フラワーデザイナー協会鹿児島県支部、フラ 

ワーパークかごしま、鹿児島県経済連、鹿児島県 

３ 主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

 

（１）学校や福祉施設等での花育体験の実施 

① 取組内容 

花きに親しむ機会を提供することで、 

花きへの関心を高め、消費拡大に繋げる 

ことを目的として、県内の学校や福祉団 

体を対象とした花育教室を開催した。 

 

学校での花育 

   実施内容 講話、フラワーアレンジメント 

   体験者数 47 校 1,945 名（小学校２校、中学校 

24 校、高校 20 校、短大１校） 

福祉施設等での花育 

   実施内容 講話、フラワーアレンジメント 

   体験者数 ３団体 73 名 

 

② 取組による成果 

アンケートによると、フラワーアレンジメントを初めて体験した割合は

73％と、多くの人が初体験であったが、「花育体験教室は楽しかった」と

答えた割合が 92％、「またフラワーアレンジメントを体験したい」と答え

た割合が 94％となるなど、大半が好印象を受けた結果となった。 

また、「体験を受け、変化がありましたか？」の問いに対しては「花に

興味を持つようになった」との回答が 35％、「家でも花を飾って見ようと

思うようになった」との回答が 37％となり、花きに対する関心を高めるき

っかけとなった。 

 

③ 今後の取組予定 

   アンケート結果から、花に対する興味・関心の高まりにつながることが

確認できたため、今後は、生産者が参加し、花きの生産に関する講話も行

うなど花きの生産・販売に携わる関係者と連携しながら、花の消費拡大に

努める。 

 
 

 

中学校での花育体験の様子 
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１ 沖縄県花き園芸協会（沖縄県） 

２ 協議会構成団体 

沖縄県、沖縄県農業協同組合、沖縄県花卉園芸農業協同組合、沖縄県くみ

あい生花（株）、（株）沖縄県花卉卸売市場、沖縄県生花商協同組合、沖

縄県フロリスト協同組合、（一社）花キューピット協同組合沖縄支部、フ

ジテレビフラワーネット沖縄支部、国頭村他 30 市町村 

３ 主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

  

（１）国内外の需要に対応した生産・供給体制の検討 

①取組内容 

平成 29 年 11 月 30 日～12 月４日にかけて、豊明花き株式会社主催の香港

花き展示会に参加し、輸出可能性を検討した。調査内容として、空輸した場

合の品質調査、一般消費者向け展示ＰＲ及びアンケート調査、取扱業者聞き

取りを行った。 

②取組による成果 

・空輸した場合の品質調査：葉折れ、変色等も見られず、出荷時から劣化な

し。輸送した花きは、キク類（輪ギク、小ギク）、洋ラン（ＤＪハワイ、Ｄ

プラモット）、切り葉（モンステラ、アレカヤシ、フトイ）、熱帯花き（ス

トレリチア）を出荷。 

・展示ＰＲ及びアンケート調査：輸送した県産花きを展示会場に訪れた一般

来場者に PR したところ、洋ランについて「結婚式で使用したい」等の評価が

あった。また、一般来場者 68 人に対し、香港における花きの消費状況につい

てアンケート調査を実施した。購入頻度は週１回が 37％、月１～２回が 41％、

半年に２～３回が 21％となった。購入金額は、1000 円程度が 32％、3000 円

程度が 40％、5000 円程度が 19％となり、本県と比較して、年間の花き消費

金額は高くなった。 

・取扱業者聞き取り：香港の卸・小売業者３社を対象に聞き取り調査を実施

した。県産観葉鉢物について、サイズに関係なく、曲げ仕立て自体が珍しい

ので今後 10 年は安定して取引される。誰がどのように栽培したかストーリー

が求められる。トルコギキョウ等切り花について、香港における国産花きの

品質はとても高く、流通量が少ないことが希少価値を高めているため、大量

生産を目指すより、品質向上を徹底したほうがよいとのことだった。 

③取組による課題 

観葉鉢物について、長期輸送に伴い、香港到着時には全ての葉が落ち、回

復まで時間がかかってしまう。ダメージを軽減する輸送環境の整備や処理法

の検討が必要である。 

   
 

 

 

アンケート調査の様子 展示した県産花材 
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（２）花文化展示会の開催 

①取組内容 

11 月 11 日、イオンモール沖縄ライカムにおいて、生け花、フラワーアレ

ンジメント等伝統的な文化の継承・普及、日常生活における花きの利用増進

を図るため、「第１回花いけバトル‘ＲＥＡＬ’ｉｎ沖縄」を開催した。 

 花いけバトルとは、選ばれた花屋が、５分間の制限時間内で用意された花

材を選び即興でいけ、トーナメント形式で対戦する競技である。 

②取組による成果 

 集客力の高い大型ショッピングセンターの中央イベントスペースで開催し

たため、200 人ほどの来場者が見られた。大型モニターを使用することによ

り、花を生けている臨場感を伝えることができた。１戦あたり５分間という

短い時間でのバトルのため、観客も飽きずに最後まで観戦していた。 

③取組による課題 

広告媒体を多く利用するとともに、会場についても集客力の高い場所で開

催し、さらに多くの来場者へ沖縄県産花きをＰＲし消費拡大を図る。 

   

 

（３）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容 

   県産花きに対する関心を深め、子ども達が地域社会における花き産業を学

ぶ目的で、県内小中学校を対象としたフラワーアレンジメント教室を開催し

た。平成 29 年 10 月から 12 月の期間、伊江村、浦添市、那覇市、久米島町、

宮古島市、石垣市、竹富町の小中学校で実施した（実施校数 22 校、受講者数

1,224 人）。 

②取組による成果 

 参加した生徒からは、「色あいを考えて作るのが楽しかった。今回の体験

を通して、花がもっと好きになった」「花を見ていると安らぎを感じる。も

う一度フラワーアレンジメントがやりたい」等の感想があり、フラワーアレ

ンジメント教室を通して花きへの関心を高めることができた。 

参加校のうち１校で抽出調査をしたところ、フラワーアレンジ教室実施前

（平成 29 年 10 月）と実施後（平成 29 年 12 月）を比較して、１回あたりの

花き購入金額は、611 円から 941 円に増加した。 

③取組による課題 

フラワーアレンジ教室で培った 

花文化に対する関心を花き消費へ 

誘導する取組が必要である。 

花いけバトル審査の様子 対戦中の様子 

アレンジメント教室を

受講した生徒  
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