
平成 26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、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 

  
（メニュー名） 

 
 

（１） 花き品評会、フローリストコンテスト、県産花きの展示会等の開催 

① 取組内容 

 ・県産花きのＰＲおよび消費拡大のため、「淡海フラワーフェスティバル」を開催 

(11 月８日(土)、９日(日))。具体的内容は、生産意欲の高揚、生産技術向上等を目 

的とした花き品評会(113 点出品)、花の利用技術向上等を目的としたフローリスト 

コンテスト、県産バラ約 200 品種の展示を行った。 

② 取組による成果・参加者の反応 

・来場者数(3,040 人)は目標を上回り、消費者に県産花きのＰＲができた。特にバ

ラ品種展示は華やかな色彩や上品な香りなどが来場者に大変好評で、生産者自らが

来場者に対して品種の説明を行うなどして、県内でも多くの品種のバラが生産され

ていることを周知できた。また、人気投票の実施により、生産者にとっても消費者

の好みを把握する機会となった。 

③ 今後の課題、取組の予定 
・各会場が離れており、一つのフェスティバルとしてまとまりに欠けていた。今後

はなるべく各会場を近くに設け、消費者に大きくＰＲできるよう取り組む。また好

評だったバラの品種展示は県外での開催を予定しており、県内外の消費者により一

層県産バラをＰＲし、消費の拡大を目指す。 

（２）花育体験及び福祉園芸体験の実施 

 ①「淡海フラワーフェスティバル」の催しの一つとして、親子フラワーアレンジメ

ント教室や県内農業高校生講師とした親子寄植教室を開催。(５回 99 組 198 人) 

②取組による成果 

・アンケートで「また参加したい」との声を多くいただいた。また寄せ植え教室の

講師が農業高校生であったことは参加者だけでなく講師の生徒にも好評であった。                             

④ 今後の課題・取組の予定 

・想定していた小学生の親子以外にも幅広い層の参加があった。あらゆる年齢層の

参加者に対応しつつ、小さな子を持つ家庭にもより気軽に花に触れる機会を作れる

よう、今後も高校生講師を導入するなどして工夫していきたい。

 

    
 バ ラ 品 種 展 示  親 子 寄 植 教 室 
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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、JA 京都中央会、京都生花(株)、(株)大原総合花

き市場（卸売業者）、京都府花商協同組合、京都府園芸商組合（花き小売）、

京都市、京都府農林水産部 
・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 

（１）小中学校での花育活動 

① 取組内容 

目的：小中学生に自然や花に触れる楽しさを体験することを通して、豊か

な感性を養う。また、生活の中に花を置くことの普及を行い、花き

利用を身近なものとして普及する。 

実施時期:５月～３月  回数：50 回 

対象者：小学生、中学生(2,570 人) 

② 取組による成果、参加者の反応 

・児童が喜ぶキャラクターをモチーフ

としたフラワーアレンジメントや土

と花に触る花壇作りの機会を提供す

ることで、参加した児童が自発的に

花の名前を知ろうとする等、花きへ

の興味を引き出すことができた。 

③ 今後の課題、取組の予定 

・生け花や生産現場との連携を深める

等、花育活動の拡大 

・単発ではなく学校での継続的な取組にするための仕掛けづくりが課題 

 

 （２）福祉園芸体験の実施 

① 取組内容 

目的：花文化の浸透や作品制作を通して指先や脳を刺激することで心身の

健康向上を図ることで、福祉施設において花きの利用を推進する。 

実施期間：４月～３月 回数：５回 

対象者：福祉施設利用者(100 人) 

② 取組による成果、参加者の反応 

・正月飾り等、行事を題材にしたフラ

ワーアレンジメント講習によって参

加者に伝統と花の繋がりを再確認し

てもらい、花を使うことの良さを改

めて認識してもらうことができた。 

③ 今後の課題、取組の予定 

・指導者等に対しても、福祉園芸体験を継続的に実施し、福祉施設に対し、

花き利用とその効果の定着を図る。 

児童を対象に実物を使って、当日

使う花の説明を行った。 

福祉施設において正月用のフラワーア

レンジメントを制作した。 
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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、大阪府立花の文化園 
・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 

 

 

（１）花贈り文化の普及を図るための展示会 

① 取組内容 

目的：日常行事への花贈り文化の活用事例の展示を行い、需要拡大を図る。  

実施時期:２月 

回数：１回 (8,130 人) 

対象者等：一般  

② 取組による成果、参加者の反応 

大阪駅の駅地下でＰＲ活動を行った。 

地下道利用者の方々が多く興味を示され、花 

贈り文化を初めて知った方が多くおられた。 

③ 今後の課題、取組の予定 

今回の場所の都合上、花を並べた展示であったが、次年度については、 

プレゼント用のアレンジした花などを展示して見て頂く方に対して、 

興味をもってもらう展示を行う。 

（２）花育体験の実施 

① 取組内容 

目的：幅広い年代の「大阪府産花き」へふれあう場を提供し、花きのある日常へ

の関心を持ってもらい、需要拡大を図る。 

実施期間：10 月～３月 

回数：16 回                      

対象者等：小学校、幼稚園・保育所、福祉施設利 

用者等（参加者数 1,464 人） 

② 組織による花育、参加者の反応 

花育体験が初めての参加者が多く、花とふれあうことで関心を持っていただき、

またアレンジメント・寄せ植えをしたいという声が多く寄せられた。 

③ 今後の課題、取組の予定 

実施において準備不足等があったことから、花育事業のマニュアル化等を行い実

施したい。それに伴って、協議会での小委員会を設置して、全体での情報共有化

を行っていく。   

大阪駅地下でフラワーバレンタイン展示  

 

 

花育体験の様子 
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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、花キューピット協同組合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 

目的：高品質な県産花きの紹介やフラワーバレンタイン、ひなまつりの物

日の提案を行った。 

実施時期:11 月、２～３月 

回数：３回 

対象者等：JR 神戸駅利用者、舞子ビラ来館者、 

フラワーセンター来園者 

② 取組による成果、参加者の反応 

花文化展示来場者 38,841 人 

来場者の中には準備段階からスタッフに花きの種 

類や産地に興味を示され、訪ねていただく方もお 

り、積極的に県産花き及び物日の啓発が行えた。 

③ 今後の課題、取組の予定 

季節によって花きの種類も異なるため、今後は 

四季を通じた物日に着目し、計画的に花文化展 

示を行っていきたい。 

 

（２）花育体験の実施 

① 取組内容 

目的：花を贈る・植える・楽しむ文化に子供の頃 

から触れる機会を設ける場として花育体験教室を 

実施した。 

実施期間：８月～12 月  回数：12 回 

対象者等：県内幼稚園児とその保護者 

② 取組による成果、参加者の反応 

参加者数 1,640 人 日頃花に触れる機会が少な 

い子供達に五感を使って花を感じてもらった。 

親子での取組も好評であった。園児にもわかりや 

すく説明するためパネルシアターを用いるなど、 

実施園によって工夫を凝らした。 

③  今後の課題、取組の予定 

要望の関係で各幼稚園 1 回限りの花育体験であったが、その後のフォロ

ーも必要であると感じている。継続的な取組も考えたい。 

 

 

フラワーバレンタイン展示 

ひなまつり展示 

親子花育体験 

パネルシアターによる説明 
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・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、奈良県生花商業組合、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）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。 

特に、植木・鉢花では「癒し」をテーマに、 

病院施設等に展示を実施。切り花は物日の創 

出を目的に、「いい夫婦の日」「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 

展示。 

実施時期:９月～２月 

回数：延べ 12 回 

対象者：消費者 延べ 2,000 名程度 

  

② 取組による成果、参加者の反応 

 病院施設における植木植栽の展示は大変好評で、「これは何の木です

か？」と聞かれることもしばしばで、植木に興味を持っていただけたと

ともに、患者さんたちの憩いの場となり、記念撮影をされるなど、植木

の「癒し」効果の普及に役立った。 

 鉢花寄せ植え、切り花アレンジのコンテスト・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できた。 

 アンケートを実施することで、消費者の花きに求めているニーズがよく

把握できた。 

 

③ 今後の取組の予定 

 植木が美しい景観の一部となることを県民をはじめ、観光客等に広く知

ってもらうため、人の集まる場所に植木植栽を展示する。 

 消費者に花と緑に親しんでもらうことで需要の拡大を図るため、鉢花の

寄せ植えコンテストを開催するとともに、作品を駅構内や病院等の県内

施設に展示する。 

 「フラワーバレンタイン」「いい夫婦の日」にちなんだ切り花アレンジ

や寄せ植えの展示を行う。さらに、病院における御見舞の花に関する啓

発ポスターを作成するとともに、御見舞の花束の見本展示を行う。 

  

 

 
奈良県立医科大学附属病院での展示 
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洋風仏花展

 

親子アレンジ体験  

 

・和歌山県花き振興協議会（和歌山県） 

・協議会構成団体 

和歌山県農業協同組合連合会、(株)なにわ花いちば、 
和歌山県農林水産部果樹園芸課 

・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 

（１）「いい夫婦の日」「母の日参り」をテーマにした 

洋風仏花の展示・提案 

 

① 取組内容 

・リビングにも飾れる洋風仏花の提案と「母の日参 

り」の認知度向上について、ＪＲ有楽町駅前広場 

（11 月 22 日開催、駅前通行人 16,160 名来場）、 

和歌山県ＪＡビル（２月 13 日～14 日開催、600 名 

来場）から発信し、併せて両イベントでアレンジ 

メント体験を２回（281 組）実施した。同時に「母 

の日参り」の認知度を把握するためのアンケート 

調査を行った。 

 

② 取組による成果、参加者の反応 

・従来の仏花の花材は、輪菊、小菊、スターチス 

(紫色系)、ヒサカキ(下草)などを使用し仏壇やお墓 

でのお供え花となっている。しかし、今回ガーベラ、 

トルコギキョウ、宿根カスミ草、スターチス(桃色・ 

黄色系)、バラなど洋花を使用し贈答などに活用で 

きるミニブーケやアレンジメントの洋風仏花を展示 

し、来場者への提案・発信ができた。 

小売業界が固定観念を払拭し、用途に合わせ仏花 

や洋花をうまく組み合わせ生活者へ提案により、国 

産花き全体の需要喚起になると考えられる。 

・「いい夫婦の日」「母の日参り」の認知度を把握 

するためアンケート調査（242 名、複数回答）を行 

った。31％の来場者から「母の日参り」を知って  

いると回答があり、「いい夫婦の日」は 77％、 

「フラワーバレンタイン」は 26％、「全て知らない」9％の結果となった。 

 

③  今後の課題、取組の予定 

・国産花きの需要拡大を図るため、今後は、11 月のいい夫婦の日、２月

のフラワードリーム 2016、花き展示会のイベント及びフラワーバレンタ

イン等の行事を通し、生活者に対する洋風仏花の提案を継続する。「母の

日参り」の認知度向上に向け、他府県花き産地と連携を図り取り組みたい。 

  

 

洋風仏花展示 

アレンジメント体験 

贈答等の洋風仏花 
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