
平成 26年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

・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 

  
（メニュー名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【球根を並べている様子】  

（１）花育体験の実施 

①取組内容 

・将来の花の消費者となる小学生を対象に、花を育てる過程を楽しむこと、

チューリップ「とっとり」をより多く 

の人に知ってもらうことを目的に、球根 

の植付け体験を実施。参加者を公募し、 

とっとり花回廊で11月３日に植付けを 

行った（参加者31人）。１鉢を自宅に 

持ち帰って育て、１鉢はとっとり花回 

廊で管理し、その翌年４月の開花時に、 

花回廊の園内にて展示した。 

・なお、この体験は家族づれの実施を可と 

 し、家族で花に触れ、考える機会となるようにも努めた。 

 

～～チューリップ「とっとり」～～ 

オランダキューケンホフ公園と、とっとり花回廊の親交の 

証として2010年に『Tottori』と命名され、2011年に国際 

品種登録機関へ登録されたチューリップ。 

 

②取組による成果、参加者の反応   

・球根を植付け、開花まで育てる楽しさを感じ 

てもらえた。自分が植えたチューリップを 

見るために、とっとり花回廊を訪れる家族 

づれもあり、より花を親しむ機会が増えた。 

 

③今後の課題、取組の予定 

・平成 27 年度からは植付け体験に加え、より体験を印象付ける取組（植付け

たチューリップを活用した花壇作り、観賞会等）を実施し、更に推進する

予定。 

またやりたい。

チューリップの球根の植え方が
わかってよかった。

球根の向きなど気にしていな
かったことがいろいろわかった。

花回廊に置いて、春にいきた
いです。

チューリップ 

「とっとり」 

○参加した小学生の意見（抜粋） 

【球根を配置している様子】 
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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）フラワーコンテスト、花文化展示会の開催 

①取組内容 

・当県の戦略的園芸品目「トルコギキョウ」について、生産者の技術研鑽を図る

ため、７月 11、12 日に品評会を実施。県内生産者 26 名、57 点の出品があった。 

・品評会と併せ、一般消費者への展示会を開催した。同日開催のファーマーズマ

ーケット会場で行ったことで、多くの消費者（1,900 名）が来場した。 

②取組による成果、参加者の反応 

・県域の品評会において、切り花の単独品目では、今回が初めての開催であった。

出品物は、ほ場での分枝や花蕾の整理がされており、出品者の技術の高さが確

認された。また、今後の栽培や出荷にあたって、関係者の目合わせの場となっ

た。 

・来場された消費者からは、「きれい」「種類の多さに驚いた」等の声が聞かれ、

「島根のトルコギキョウ」のＰＲに繋がった。 

③今後の課題、取組の予定 

 ・平成 27 年度も、継続実施。 

 ・ブライダル業者との連携により、使い方提案に向け 

展示方法を工夫するとともに、集客方法を工夫し、 

花への関心の高い消費者の来場を促す。 

 ・展示会を通して、消費者を含めた実需者の、トルコ 

ギキョウの色や規格に対するニーズを把握し、生産 

計画等に反映させる。 

（２）花育体験の実施 
 ①取組内容 
 ・保育園、幼稚園児 50 名を対象にプランター作り体験を実施。 
 ・フォローアップ活動として、体験後の園児に、体験時に感じたことを絵に描い

てもらい、その絵を、当県の花の祭典「フラワー・イン・シマネ」で展示した。 
 ②取組による成果、参加者の反応 
 ・園児達は、プランター作り、その後の水やり、絵描き、また生花店、生産者と

の交流の中で、花の魅力を感じた様子であった。 
 ③今後の課題、取組の予定 
 ・この事業で取り組む花育体験をモデル事例として、食育 

のように継続性ある取組となるよう、推進を図る。 

体験の様子 

品評会の様子 
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・岡山県花き消費拡大実行委員会（岡山県） 

・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 

（１）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容 

・児童を対象とした季節の寄せ植え教室を開催した。 

（朝日塾小学校４～６年生：28 名） 

・子ども達に見るだけでなく直に花や土に触って、花や緑に親しむ花育を体験

してもらうことで、優しさや美しさを感じる気持ちを促した。保護者等との

会話から波及効果が得られるよう作成した花き作品を家庭に持ち帰った。 

・寄せ植えの作成では球根を入れることで、育てる楽しみを感じられるよう工

夫した。（花材：パンジー、ビオラ、白妙菊、

チューリップ(球根)、アリッサム、ガーデン

シクラメン等） 

②取組による成果、参加者の反応 

・自分で寄せ植えをすることや、花の名前を知

ることで、より愛着を感じることができた。 

・作成した寄せ植えを家庭に持ち帰ることで、

児童が管理する役割を持ち、家庭内で花を中

心とした会話が生まれ、花によるコミュニケ

ーションが促された。 

・指導者のアンケートからは、花の管理方法だ  

けでなく、理科の教科書に出てくる花をいつ 

頃から準備するかといった情報が求められ  

ていた。                          

③今後の課題、取組の予定            児童へのアンケート 

・今後は、花育活動に協力してもらう花育推進メンバーとして、フローリスト、

華道家等を募集し、各地域での花育活動を活発化させ、その活動を支援する

取組を行う。 

 

 

 

 

 

 
 
 
   花育事業の様子（全体説明）   花育事業の様子（個別指導） 
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・広島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）、株式会社花満（流通）、広島県花き商業 
協同組合（販売）、広島県農林水産局農業産地推進課（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 
目 的 ：日常生活における花きの利用拡大 
内 容 ：ストレス軽減や疲労回復につながると 

いわれる「花や緑」、これらを空間に配 
慮しながら作成するフラワーアレンジメ 
ントによって起こる「脳の活性化」につ 
いて、独立行政法人農業・食品産業技術 
総合研究機構花き研究所研究員を招き講 
演会を開催した（出席者数：231 名）。 

また、花き業界関係者、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」をテーマとしたパネルディスカッションを開催 
した。 

実施時期：平成 26 年６月 27 日 
対 象 者 ：一般県民、花き業界関係者及び日本園芸福祉普及協会関係者 

②取組による成果 
花きの効果・効用、花きの持つ美しさや魅力を出席者が再認識することに

より、日常生活における花き利用の意欲が向上し消費拡大が見込まれる。 
 ③今後の取組の予定 

平成 27 年度においては、26 年度の取組報告を含め、花と緑の効果効用の
一層の周知を目的としたシンポジウムを開催する予定。 

 
（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容 
 目 的 ：脳の活性化、心身の健康増進及び花 

きの需要拡大を目的とし、フラワーア 
レンジメント体験を実施した。 

  実施時期等：平成 26 年９月～平成 27 年１月 
県内の福祉施設、小学校等において 
実施 
（実施回数：20 回／参加者数：590 名） 

  対 象 者 ：福祉施設入所者及び小学生等 
②取組による成果、参加者の反応 
  実施後のアンケートでは、参加者からは「制作が簡単で、機会があればま 

た体験したい」、講師である園芸福祉士からは「当該取組は園芸福祉活動に 
適しており、他の園芸福祉士へも広めていきたい」等の前向きな意見が出さ 
れた。 

フラワーアレンジメントによる脳の活性化等、心身の健康増進を目的とし
た花きの利用拡大が見込まれる。 

③今後の取組の予定 
平成 27 年度においては、広島県全域で園芸福祉体験を開催する予定。 

福祉施設での体験の様子  

講演会の様子  
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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） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

回収直後 分別後 

（１）園芸資材リサイクルシステムの検討・実証（鉢物トレー） 

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、従来生

産者から流通関係者、消費者へと一方通行であった出荷容器のリサイクル

活用システムを確立する。 
②取組による成果、参加者の反応 

・花卉商組合等関係者に広くリサイクルを呼びかけることにより、効率よく

トレーを回収することができ、目標に対し 120％(3,660c/s)を達成した。 

・リサイクルに係る経費は 108 円/1 ｹｰｽとなり、同製品の新規購入価格 100

円と同程度で、経費的には遜色はない。また、リサイクルトレーを使用し

てシクラメンを出荷したが、リサイクル製品使用に係るクレームは無かっ

た。リサイクルに対する生産者、市場関係者等の理解を得ることができた

ので、より多くのトレーを回収することができれば、実用化は可能である。 

       

       回収直後             分別後 

 

③今後の課題、取組の予定 

 ・トレーリサイクルに対する関係者の認知度向上 

 ・シクラメンを含む出荷トレー全体のリサイクルに取り組む 

 

（２）園芸資材リサイクルシステムの検討・実証（バラ鉢物) 

①取組内容 

・通常多くは廃棄される開花終了後のバラ鉢物について、花き販売店等経由

で回収し、バラ栽培専門生産者の養生により再生させ、県内観光施設、公

共施設等の装飾を行う。 
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②取組による成果、参加者の反応 

・県内観光施設にて再生させたバラの展示を行った。リサイクルは生産の面

では可能であるが、品種数が多いと、開花期を揃えての納品や、盛夏期の

栽培管理など難しい面もあった。 

・平成 26 年度は生産数が 300 鉢と非常に少なかったため、生産経費や運送費

が割高となったが、今後、効率的な保温や加温、栽培管理作業等が可能な

施設を利用する規模になれば生産効率が向上し、経費が相当な割合で圧縮

可能となり、実用可能である。 

 

                                
  バラの回収状況    バラの再生栽培   再生後の展示状況 

③今後の課題、取組の予定 

 ・対象品種の絞り込み 

 ・リサイクルに向けたバラ鉢物の多様な回収ルートの確立 

 

（３）県産花きの展示会 

①取組内容 

・県産(国産)花きの消費拡大に向けて、やまぐちフラワーランドを活用した

県産花きの展示会を実施する。 
②取組による成果、参加者の反応 

・いい夫婦の日（11 月 22 日）やフラワーバレンタイン等全国的な取組と連

動し、『いい夫婦の日フェア（平成 26 年 11 月 22 日）』『フラワーバレン

タイン花贈りキャンペーン（平成 27 年 2 月）』を開催した。来場した消費

者に対し、新たな需要が見込める取組を浸透させることができた。 

・県育成オリジナル品目や旬の県産花きを展示に使用することにより、県産

花きに関する情報を提供することができた。 

③今後の課題、取組の予定 

 ・花の消費拡大施設を活用し、「家族の絆」をテーマにした県産花きの活用

促進に取組む。 

       

 フラワーバレンタイン展示状況   いい夫婦の日展示状況 
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・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 

 
（１）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の PR を目的とした展示品評会を平成

27年１月 31日～２月１日の２日間に渡って開催した。また今回は秀品花き展示

として、フロリアード 2012 で最高得点を獲得した花（シンビジウム「親王」）

をはじめ四国各県や他産地の花などの展示を行った。 
 【展示品評会】 
  シンビジウム、コチョウラン、オリエンタルユリ、ストック、フリージア、輪菊、 
  枝物など 124点（農林水産大臣賞は枝物「黄金クジャクヒバ」が受賞） 
 【秀品花き展示】 
  シンビジウム「親王」、デルフィニウム（愛媛県）、カーネーション、ラナンキ

ュラス、マーガレット（香川県）、ブルースター、グロリオサ（高知県）、ダリ

ア、チューリップ、バラ、ガーベラなど 
 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や世界的に評価の高い花きなど、多彩な花きを一同に

展示したことから、従来と一味違った華やかさを演出することができた。来場者

アンケートからも展示に対する賞賛の声が多く寄せられた。 
 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。   
 
（２）小学校での花育授業 
 ①取組内容 
 ・将来の花き消費者育成を目的とした花育授業を県内小学校(2 校 84 名)で実施した。 
  花材は地域の特産品を活用し、相生小学校（19名）では「オモト」を、北井上 
  小学校（65 名）では「シンビジウム」をそれぞれ使用した。 
 ②取組による成果、参加者の反応 
  ・児童たちはフラワーアレンジを通じ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 
 ・平成 27年度も県内小学校（２校）で開催予定。 
                                オモト花育授業の様子 
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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）生産技術交流支援 

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」について北海道と連携

した周年出荷体制を確立するため、

本県の生産者２名が北海道のリレー

産地を訪問し、生産状況の調査、栽

培技術及び市場流通調査を実施した。

（７月 22 日～25 日）。 

②取組による成果 

・現地交流により技術の共有化が図られたことにより、品質向上・安定生産

につながった。また市場調査で花き販売関係者からの要望を把握すること

ができた。 

③今後の取り組み 

・次年度も引き続き、「ミニティアラ」苗の供給県との技術交換会を開催す

る。また、夏秋期の主力品目である「ヒマワリ」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）物流の効率化の検討（共通出荷箱の作成） 

①取組内容 

・カーネーションの生産者が使用する統一出

荷箱を４種類作成した（カーネーション用

２種類、ミニティアラ用２種類）。 

 ②取組による成果 

・共通箱の作成により、物流の効率化や供給体

制の強化が図られた。 

 ③今後の課題 

・本年度作成した栽培マニュアルを活用し、

国内の生産者間の技術の高位平準化を図

り、生産･供給体制の強化を推進する。 

 

写真－１ 北海道での技術交換 

写真－３ ミニティアラ出荷箱 

写真－２ ミニティアラ 
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（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 

・フラワーフェスティバルかがわにおいて、

「花いけバトル」「四国の花展示」「コ

ンテナガーデンコンテスト」、園芸教室

をに開催した（２月 28 日～３月１日）。 

②取組による成果 

・当事業を使った新たな取組により、県産

花きの消費拡大・花きの文化の振興及び

花き産業の活性化につながった。 

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、生け花などの花きの文化

の振興を図る。 
（４）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活動などの「花育活動」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 28 か所） 

 実施期間  平成 26 年７月～平成 27 年３月 

実施内容    フラワーアレンジメント、寄せ植え、こけ玉づくり 

参加人数  2,239 名 

○社会福祉関係（デイサービス、特別養護老人ホームなど 23 か所） 

実施期間  平成 26 年８月～平成 27 年１月 

実施内容    フラワーアレンジメント、花壇づくりなど 

参加人数  640 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

育むとともに、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、関係者と

実施内容を改善する。また、次

年度は県産花き取扱協力店とも

連携し取り組む。 

写真－４ 花いけバトルステージ 

写真－５ 四国の花展示 

写真－６  小学校での花育の様子 
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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、愛媛県農林水産研究所、愛媛県農林水産

部農業振興局 
・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す

るため、平成 26 年９月～平成 27 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、市場へ集積す

ることで、リサイクルできるよう分別した。 

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：492 鉢/月） 

・中には明らかにリサイクル不可能なものが持ち込まれるケースがあり、回

収の趣旨を十分に理解してもらう啓発活動の必要性を認識。 

＜システム概要図＞ 

 

＜リサイクル集荷場＞   ＜リサイクル鉢＞  ＜集積した土＞

 
③今後の取組の予定 

 ・回収システムの改良 

・不要な廃棄物の混入を防止する「花鉢等持ち込みガイドライン」の作成 

・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 
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（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：秀品花き展示、講演会  
 ・「高知やさい・くだもの・花フェスタ」において、県内の花き産地を紹介

するとともに、県民に色、花形が違うユリを見ていただき、人気投票を実施

した（開催場所：高知市、開催日時：平成 27 年１月 31 日～２月１日、 
入場者：11,897 人、ユリコンテスト投票者数：552 人）。 

 ②取組による成果、参加者の反応 
・ユリの人気投票により評価の高い品種など消費 

者ニーズを把握することができた。この結果を

今後の栽培に活かしていく。 
・フラワーデザイナーによるデモンストレーショ

ンで、ユリの活用方法を来場者に提案すること

により、高知県の花として認知度の向上及び購

入機会の創出が図られた。 
③今後の取組の予定 
・花いけバトルやフラワーコンテストの実施により、花の魅力を広く県民に

PR し、生活の中に花を取り入れる素晴らしさを提案する。 
 

（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：大都市圏の消費者との交流事業 
・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」や 

生産量の多いユリを中心にリリーウォールやタワーなど作成した。 
・リリーウォールの前で記念撮影をしてい

ただくなど、来場者の心に残るような高

知県の花のＰＲを行った。また、来場者

に花の認知度や購入動機について聞取り

調査を行った。 
（開催場所：東京都二子玉川ライズ、開 
催日時：11 月 22～23 日、アンケート 
回答者：164 人）。 

  
     

     

 

・事業実施主体名 新需要開拓マーケティング協議会（高知県） 

・協議会構成団体 

土佐花き園芸市場（卸売業者）、高知県花き小売商組合（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ユリコンテスト 

リリーウォールの前で 

記念撮影する来場者 
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②取組による成果、参加者の反応 
・装飾した花を見るとともに、花の香りやその魅力を体験することにより、

高知県の花の需要の拡大につながる取組となった。また、SNS の発信等

により県産花きの PR ができた。聞き取り調査を実施したところ、グロリ

オサ、ブルースターの認知度はともに約 30％と低いことが判明し、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 

・関東圏以外も含め高知県の秀品花きの生産技術や品種を紹介するための展

示会を開催し、PR を行う 
 

（３）学校・福祉施設での花育体験推進 

①取組内容：小学校での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：26 年９月～27 年２月、実施校数：12 校、 

児童数：464 人） 

②取組による成果、参加者の反応 

・県内小学生に花への興味や親しみを持つ機会 

を提供し、身近に花を感じていただくことで 

家庭でも花を楽しむきっかけにつなげてい

く。また、このような取組を通じて、需要の

今後の拡大を目指していく。  

③今後の課題 

・県内の小学校や福祉施設等で花育体験、産地

紹介の授業を実施し、花と触れ合い、親しみ、

楽しむ機会を提供する。 

 

小学校でのフラワー 

アレンジメント体験教室 
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