
平成 27年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

・花あふれるふくおか推進協議会（福岡県） 

・協議会構成団体 

福岡県、福岡県花き園芸連合会、全国農業協同組合連合会福岡県本部、 
福岡県花き市場協議会、福岡県花商団体連合会 

・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、シンポジウムの開催 

①取組内容 

・消費が少ない若い世代に対して、花きにふれる機会を提供するため、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」を開催した。 

（開催期日：平成 27 年 11 月 28 日～29 日） 

②取組による成果、参加者の反応 

・私鉄駅直結の場所で開催したため、若い世代 

 を含めた幅広い年代の方が来場した。プロに 

よるアレンジメントから、手軽に飾る方法ま 

で様々な飾り方を提案し、多くの来場者に、 

花きへの関心を深めて頂くことができた。 

③今後の取組の予定 

・花のある暮らしの浸透を図るため、平成 28 年 

度も継続的に実施していく。 

 

（２）花文化と併せた国産花きの情報発信 

 ①取組内容 
 ・国産花きの輸出拡大のため、中華人民共和国 

（上海）において、現地の花屋を対象とした 
プロモーションイベントを開催した。 
イベントでは、国産花きのアレンジメント展示 
及び日本のフラワーデザイナーによる飾り方 
ワークショップを行った。 
（開催期日：平成 27 年 11 月 16 日） 

 ②取組による成果 
 ・ワークショップでは、品目別の取り扱い方法に関する質問が多く出され、

日本産の花きに対する関心の高さが伺えた。また、小輪系の品目に興味を

持つ来場者も多く、今後の提案品目の参考となった。 
 ③今後の取組の予定 
  ・輸出拡大を図るため、ワークショップに切花の管理や調整方法を組み込み、

さらに日本の花文化を深く紹介していく。 
 

デモンストレーションの様子 

ワークショップの様子 



平成 27年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

・佐賀県花づくり推進協議会（佐賀県） 

・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 

・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１）佐賀県ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの開催 

 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 27 年 11 月に

開催。ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄの展示や、国内外のｺﾝﾃｽﾄで多数優勝経験のあるﾌﾗﾜｰﾃﾞ

ｻﾞｲﾅｰによるﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄのﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ等を実施。 

②取組による成果 

・ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄの装飾やﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ等に 

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 28 年度は、これまで花に触れる機 

会が少なかった人に対しても花のある 

生活の豊かさや安らぎを感じてもらう 

ため、県産木材の利用推進を図るｲﾍﾞﾝﾄ 

（よかｳｯﾄﾞﾌｪｽﾀ）とﾀｲｱｯﾌﾟして開催する予定。 

（２）小学校や生花店等での「花の教室」の実施 

 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、3,399 名が受講（うち小学校での実施 47 回 2,018 名、

生花店等での実施 85 回 1,096 名、福祉施設での実施 17 回 285 名）。 

 ②取組による成果 

・「花がきれいで心がゆったりした」や「家族 

にあげたら喜んでくれたのが嬉しかった」等 

の感想が聞かれ、花を飾ることの楽しさや喜 

びを実感するとともに、花に対する理解を深 

めることができた。 

 ③今後の取組の予定 

・より効果的に行うための検討を行い、平成 28 

年度も引き続き「花の教室」を実施する予定。 
小学校における「花の教室」 

ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾅｰによるﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ 
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・長崎県国産花き振興地域協議会 

・協議会構成団体 

長崎県花き振興協議会（各専門部会含む）、長崎花き園芸連合会、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 

・主な取組 

（１）国内外の需要に対応した生産・供給体制の検討 

①輸出先調査 

・新たな輸出先国と輸出品目を調査するため、生産者が市場と連携し、オース

トラリア（シドニー・メルボルン）、香港・シンガポール、アメリカ（ニュ

ーヨーク・フラデルフィア・マイアミ）で消費動向等の情報収集を行い、輸

出先国の市場が求める品目、品種、特性、品質、及び海外への輸送について

課題をとりまとめた戦略を作成した。 

②取組による成果、参加者の反応 

・花が大きく、多様な花色、花形を有し、花持ちが                   

良い日本のトルコギキョウや、スカビオサなどの長

崎のオリジナル花きは、富裕層が室内の装飾やホー

ムパーティーで使用する高級花としての需要は高

いことが分かった。調査を行った生産者の輸出に対

する関心は高まり、輸出を視野に入れた品種の選

定・育種も行うようになった。 

③今後の課題、取組の予定 

・鮮度保持など輸送の課題については、流通と連携し解決を図る。また、新た

な輸出先、新たな品目についても、調査、検討を行う。      

（２）学校・福祉施設等での花育体験の推進 

①花育の実施 

・長崎市・佐世保市・島原市・西海市・壱岐市の県内５町で計 1,745 名を対象

に花育講座を実施した。 

②取組による成果、参加者の反応 

・幼児・小中学校生には優しさや美しさを感じる気持 

ちを、一般の方々へは「花には人の心を癒す効果が 

ある」ことを理解してもらい、生け花やフラワーアレ 

ンジメント体験を実施した。また、福祉施設では 

リハビリテーションやメンタルヘルスの一環として              

花や緑を利用した園芸体験を実施した。 

・ＰＴＡ役員、教諭、施設管理者等の花育に対する関心が高まり、今後独自で

の教室実施に向けての検討を行うようになった。 

③今後の取組み予定 

・「身近に花のある生活」をモットーに、これら花育活動を通し、家庭や職場 

で国産花きが一輪でも多く飾られるよう普及に努める。 

・「花育」に対する理解を深め活動を続けられるよう、花き産業が連携し花育

の啓蒙に力を注いでいく。 

フラデルフィアの卸での調査の様子 

育成協での花育の様子 
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・熊本県花き協会（熊本県） 

・協議会構成団体 

熊本県農林水産部、熊本県経済農業協同組合連合会、県内 11 農協、 
熊本県花き園芸農業協同組合、熊本県花き事業協同組合、県内 25 市町村 

・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 

・熊本県経済農業協同組合連合会を中心に生産・流通専門 
家で中国上海の流通・販売状況を調査し、花き輸出の可能 

性を検討した。 

・実施時期：平成 28 年 2 月 16 日～19 日 

・調 査 先：卸会社、業者、量販店、小売店 

② 取組による成果、参加者の反応 

・中国では国内で生産されていない希少価値が高い品目 

のニーズがあること、オランダの技術を取り入れた品質向上の取組みも進ん

でおり、花き消費量が増加していることなどを確認した。上海に向け輸出に

適した品目、規格等の判断ができた。 

③ 今後の課題、取組の予定 

・試験輸送販売を実施し、品質、日持ち性を確認するとともにコストや流通

ルートの検討が必要。 

・東アジアの他地域における流通・販売体制調査 

・中国国内で流通していない新規品目のＰＲ、使い方の提案が必要 

（２）学校等での花育体験推進 

 ①取組内容 
 ・天草地域においては小学生等を対象に地元産花きに触

れ合う体験による地域農業や花への関心を促進した。

また、地元のショッピングモールで体験時の作業風景

や作品の写真、産地紹介のパネル等を展示するととも

に、親子アレンジメント教室を開催し、保護者や一般

消費者における地元産花きの認知度向上と消費拡大を

図った。 
 ②取組による成果 
 ・アレンジメント教室 

小学校 4 校、高校 1 校 計 85 名 
   ショッピングモールでの親子体験 20 組 

・参加した児童の中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が 81％であるなど花への関心が高ま

った。 
 ③今後の課題 
 ・花育指導者育成のための実践研修の開催等 

上海の卸売店 

地元産花きの説明 

小学校でのｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室 



平成 27年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

・大分県花き産業振興協議会（大分県） 

・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、協同組合別府花市場、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株式会社大分県支部、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、大分市華道協会、別府市いけばな協会、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 
・主な取組 

  
（メニュー名）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）花育体験及び福祉園芸体験の実施（訪問開催） 

①取組内容 

・小学生を対象にした花育活動として、会場に出向くのが難しい特別支援学

級の児童を対象にした訪問開催を平成 27 年 11 月～平成 28 年１月にかけて

実施。県内の生花店が講師となり、フラワーアレンジメント作りを体験して

もらった。 

 

      特別支援学校でのフラワーアレンジの様子         子供の作品 

②取組による成果、参加者の反応 

・参加校 大分市内 21 校、参加児童数 184 名 

・１年生から６年生までの児童がいたが、講師数名が各机を巡回して指導す

ることで、楽しく花と触れ合いながら作品を完成させることができた。当日

は保護者参観と兼ねて実施する小学校も多く、親子で楽しむ様子も見られ

た。できあがった作品を大切そうに抱えて、「早く持って帰って家族に見せ

たい」という声も多く聞かれ、花のもつ癒しの効果やプラスのイメージを子

どもたちの心に定着させる効果を感じることができた。 

③今後の課題、取組の予定 

・平成 28 年度は、幼稚園及び拠点開催に参加できない小学校（普通学級）を

対象にした花育イベントを拡充する予定。 

 

（２）花育体験及び福祉園芸体験の実施（拠点開催） 

①取組内容 

・平成 28 年２月１日～５日に大分市のホルトホール大分にて、小学２年生対

象の花育を実施した。スライドで花の生産・流通について事前学習をした後、

5,000 本の花を展示した会場（２会場）に移動して気にいった花を自由に観

察・スケッチしてもらった。 
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    子供達の写生風景      展示した花き(春)      子供達が描いた花 

②取組による成果、参加者の反応 

・参加校 大分市 21 校、由布市５校、別府市７校、津久見市３校 

参加児童数 2,122 名 

・純粋な目でたくさんの花々に出会い、歓声を上げ真剣に花と向き合って観

察する様子から、花が子どもたちの感性に働きかける効果は大きかったと思

われる。 

③今後の課題、取組の予定 

・開催場所から遠隔地にある学校は、移動時間がかかるため参加しにくい環

境にあるが、今年度、新たに津久見市から３校が参加した。平成 28 年度も、

小学２年生を対象に開催予定。 

 

（３）フラワーコンテスト、花文化展示、シンポジウムの開催 

①取組内容  

・大分フラワーフェスティバル夏・冬と銘打って、ホルトホール大分にて平

成 27 年７月と平成 28 年１月に花きに関わる総合イベントを実施した。それ

ぞれ花き品評会、アレンジメントの作品展示、フラワーアレンジコンテスト、

フラワーアレンジデモンストレーション、一般対象の癒しのフラワーアレン

ジ教室が季節の花を用いて行われた。 

 
   品評会への出品花き    アレンジメント作品     アレンジ教室の様子 

②取組による成果、参加者の反応 

・来場者数 （夏）1,872 名 （冬）2,517 名 

季節の花や季節感溢れるアレンジメントが大変好評で、来場者からはまた来

たいとの声が多く聞かれた。癒しのアレンジ教室のアンケートからは花に触

れて癒しを感じたという回答も多く、メンタルへの良い効果がうかがえた。 

③今後の課題、取組の予定 

・この取組が２年目を迎え、徐々に花文化に対する県民の関心の高まりが感

じられるようになった。平成 28 年度は、花きの消費拡大に直結するような

イベントの開催方法について検討し、実施したい。 
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・「みやざき花で彩る未来」推進協議会（宮崎県） 

・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 
 

  
（メニュー名） 

 
 
 

体験研修風景 講演会風景 

不要では？  

「及ぼす」は一般的に悪い影響や

被害等に使われるため、「与える」

等の表現の方がいいのでは？ 

（１）福祉園芸体験の実施（「花きの福祉（医療）に及ぼす効果」研修会） 

① 取組内容 

講演会：花きがもたらす生理的リラックス効果－福祉・医療現場における 

応用について講演 

講師：千葉大学 環境健康フィールド科学センター 宮崎良文教授 

体験研修：癒しのコンテナガーデニングの研修会開催 

講師：パルテール 伊藤 久代氏 

（平成 28 年 1 月 12 日（火）開催 福祉関係者、花き専門店、花き市場、 

県関係機関、ＪＡ関係者計 97 名参加） 

② 取組による成果、参加者の反応 

・花きがもたらす人間への効果を科学的な検証データを基に発表いただいた。 

植物をただ「観る」だけでリラックス効果が検証されたことは、花きを生活 

の身近に置くことで精神的な安定効果をもたらす重要な存在と参加者が確 

認できた。 

③ 今後の課題、取組予定 

・福祉施設等を中心に、医療現場従事者や利用者を対象に「花きの人に与え 

るリラックス効果」を課題とした福祉現場での研修会を平成 28 年度事業と 

して開催予定。花きの色彩や香りが人の交感神経・副交感神経に働きかけ 

ストレス軽減やリラックス効果等を与えることを周知していく。 

・また、体験研修会では花きに見る・触る・香を嗅ぐなど５感を通して具体 

的に感性に訴える効果も相乗効果として活用する。 
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（２）国内外の需要に対応した生産・供給体制の検討 

（米国における花き輸出先調査及び輸出戦略の作成） 

① 取組内容 
・宮崎県主力花きスイートピーを中心に米国ニューヨークにおける花きの需要 
動向と販売環境を調査し、今後の戦略作成を行った。 
実施時期：平成 28 年１月 29 日（金）～２月４日（木） 
場所：米国ニューヨーク 
参加者：ＪＡ３名・生産者１名、経済連１名計５名 

② 取組による成果、参加者の反応  
・鮮度物流課題の把握 
輸出における大きな課題である長時間の輸送に耐え、鮮度が保たれるかの調査に 
より、市場荷受け時の検品時間・リパックの数量的限界など大量注文に応えるた

めのリッパク荷捌きの量力的・時間制限等が確認できた。 
・品種の嗜好の把握 
本県産主力の品目であるスイートピーやラナンキュラス等について海外需要の 
把握、宮崎オリジナルの品目・品種の提案を行い、動向調査としてアンケートを 
取り今後の販売に役立つ情報の収集ができた。 

・スイートピーの出荷経費は、航空運賃 10 円～12 円/本、リッパク資材 1.5 円/

本かかる。国内仕切り 50 円/本の場合、ニューヨークの卸店頭価格は 2 ドル程度

/本で流通できている。航空貨物ロット 60kg、10,000 本以上の注文があれば採算

が取れ、ピーク時には一回の注文が 50,000 本を越える需要となった。 

・「日本産を取り扱うようになって６年経つが、最初は価格が高いので敬遠さ 

れていたが、ＰＲと品質の良さが徐々に定着していき、現在は理解されてきてい 

る。特にスイートピーは人気があり「もっと欲しい」といった声や「数年前は

100 本売るのが精一杯だったのが今は何千本と売れるようになった。」など、宮

崎産への高い関心が確認できた。                           

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＮＹの花き動向について意見交換 

 
需要動向について調査 
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③今後の課題、取組予定 

・スイートピーを中心にニューヨークにおける日本産高品質花きの需要はま 
だ拡大が見込まれるが、鮮度流通対策の課題が確認できた。産地でのシッピ  
ングパッケージなど具体的な改善を行い、量的拡大へ向けての対策を早急に 
準備する。 

  
イベント会場にてアンケートを実施 
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・かごしまの花消費拡大推進協議会（鹿児島県） 

・協議会構成団体 

鹿児島県農産園芸課、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、株式会社鹿児島園芸花市場、鹿児島県花卉園芸農業協同組合、沖

永良部花卉専門農業協同組合、鹿児島県経済農業協同組合連合会、鹿児島県

フラワー協会、日本フラワーデザイナー協会鹿児島支部、農業開発総合セン

ター、フラワーセンター、フラワーパークかごしま 
・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１） 生産技術向上支援 

（スプレーギクのリレー出荷に向けた取り組み） 

① 取組内容 

・スプレーギクを生産する和歌山県と協力して、色、出荷規格、単価、数量、

取引先を決め、１月から４月を鹿児島県が、５月から 12 月を和歌山県が出

荷するリレー出荷の試験的取り組みを実施した。 

・平成 28 年３月 25 日に関係市場で技術交流会を行い、取組内容に対する課

題や次年度の取組内容等について整理した。 

② 取組による成果 

・他県とのリレー出荷に取り組むことにより、年間予約相対取引が実現でき

た。 

・従来の市場との「もの日」における契約取引は、10 日程度の短期間である

ため取引数量が限られていたが、年間予約相対取引は、取引単価も安定し、

生産も拡大できることから、産地の経営安定につながることが見込まれる。 

③ 今後の取組予定 

・現在の取引先との取引数量の増加 

・業務用花き取扱い取引先の新規開拓 

・産地における安定供給体制の整備 

 

（２） 学校・福祉施設等での花育体験推進 

① 取組内容 

・県内の中・高・大学生、福祉施設の入所者等を対象に、花に関する講話

やフラワーアレンジメントの体験を通して花と緑に親しみ、情操面の向

上を図る花育を実施した（34 校 17 団体、合計 2,009 名）。 

② 参加者の反応 

・アンケート結果では、講話につい

ては、興味深かった（おもしろか

った）と感じた体験者が 75％、ア

レンジメント体験については 95％

が楽しいと感じ、94％がまた体験

したいとの回答があり、花への興

味・関心の高まりが感じられた。 

③ 今後の取組予定 

・今後も継続した活動を実施し、花 

育等の定着を図る。 

 

県内高等学校での花育教室の様子 
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・沖縄県花き園芸協会（沖縄県） 

・沖縄県花き園芸協会構成団体 

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、国頭村他

30 市町村。※専門部会の構成員は、国頭村他 30 市町村を除いた構成員で組

織。 
 
・主な取組 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（１） 国産花き需要拡大を啓発する講演会 

① 取組内容 

・花きの需要拡大を図るため、神奈川県より｢BALANCE FLOWER SHOP｣    

を主宰する西澤力氏を招聘。｢～暮らしに花を～｣をテーマに講演会を実施

（平成 28 年２月６日開催）。                                           

独創的なアレンジから実践しやすいアレンジまで実演を交えながら、普段の

暮らしにどのように花を取り入れていくか、四季折々の花について、花屋の

取り組みについてなど、花のことをよく知らない人でも分かりやすいよう講

話いただいた。 
② 取り組みによる成果 

・50 名程の方々にご試聴いただき、花き関係 

者にとっては技術向上の良い刺激になった。 

また、一般の方にとっては花への関心が高ま              

り、県産、国産花きについて興味が沸き、花                

を身近に感じられるようになり、花き消費の              

向上が期待される。                

③ 今後の取り組み 

・花き関係者はもちろん一般の方にも参加してもらい、花きへの関心・消費

拡大につながるような内容の講演、イベント等を行っていく予定。 

 

（２） 平成 28 年度小中学校フラワーアレンジメント教室 

① 取り組み内容 

・県産花きに対する関心と親しみを深め、子ども達が地域社会における花き

産業を学ぶ目的で、沖縄県内の小中学生を対象としたフラワーアレンジメン

ト教室を実施。講師は県内の花屋にお願いした。 

 

講演「～暮らしに花を～」西澤力氏 
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 ②取り組みによる成果 

 ・県内小中学校 18 校（内離島６校）と農業大 

学校でフラワーアレンジメント教室を実 

施することが出来た。フラワーアレンジメン 

トの基本的な手順を掲載した教材により、初 

めて取り組む児童、生徒でもフラワーアレン 

ジメントを作成することができ、家庭でもや 

ってみたいと子ども達の花きへの関心は高ま             

った。地域の花屋が講師をすることにより、 

花屋を身近に感じ、花きの消費にも繋がると 

思われる。 

 ③今後の取り組み予定 

 ・今後も、実施校近くの花屋に参加してもらい、地域との結びつきによる花

きの県内消費拡大も視野に入れながら、小中学生を対象としたフラワーアレ

ンジメント教室を実施していく予定。 

         

 

フラワーアレンジメント教室 


