
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）花育体験及び福祉園芸体験の実施 

①取組内容 

・県内の小学校（11 校）で児童とその保護者を対象に、「親子で行うフラワ

ーアレンジ教室」を実施した。 

（平成 26 年 10 月～12 月、計 11 回、366 名が参加） 

②取組による成果 

・フラワーアレンジメントの体験を通して、児童 

とその保護者の花への興味と理解を深めることが 

でき、児童からは「すごく難しかったですが、お 

母さんと楽しくできたのでよかったです」との感 

想がきかれた。 

③今後の取組の予定 

・平成 27 年度は、県内児童の花への興味をさらに深めるため実施校を増やし、

開催する。 

 

（２）海外現地調査の実施 

①取組内容 

・市場関係者等３名が、香港において花きの取扱実態及びブライダル需要の

実態を調査した。 

（平成 26 年 11 月 20～23 日及び平成 27 年１月 30 日～２月４日） 

②取組による成果 

・日本産花きの品質への評価は高く、ブライ 

ダルで好まれる品目（バラ、ダリア、ラナン 

キュラス等）や出荷時の荷姿（小ロット・多 

品目の混載）等、輸入の実態を把握すること 

ができた。 

③今後の取組の予定 

・現地で好まれる大輪系品目を開花させた状 

態で輸出することについては、生産面、輸送面から実現が困難である。その

ため、他国にはない枝ものや小輪系品目を使用した飾り方の提案を現地で PR

する。また、輸送コスト低減のため、輸出用の荷姿変更を検討する。 

・平成 27 年度は、香港でのプロモーションによる日本産花きの魅力の浸透を

行う予定である。 

 
 

ブライダル会場の様子 

アレンジ教室の様子 



平成 26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（生産者組織）、佐賀花商

組合、唐津花商組合、（株）佐賀花市場、（株）唐津花市場、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バルの開催 

①取組内容 

・県民に花のある生活の豊かさや、やすらぎを感じてもらう機会を増やし、

県産花きの需要拡大による本県花き産業を振興するため、佐賀県フラワー

フェスティバルを開催。その中で、フラワーアレンジメント装飾の展示や

国内外のコンテストで入賞経験を持つフラワーデザイナーによるアレンジ

メントのデモンストレーション等を実施。なお、 

本取組は本県を代表するイベントであるインター 

ナショナルバルーンフェスタの開催期間の 10 月 30 

日、11 月２日にイベントを開催。 

②取組による成果 

・フラワーアレンジメント装飾の展示やデモンストレ 

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 

・さらなる県産花きの周知を図り花き需要の拡大につな 

げるため、平成 27 年度も継続して開催する。 

 

（２）学校や生花店等での「花の教室」の実施 

①取組内容 

・将来を担う子供たちが、フラワーアレンジなどの体験を通じて花に対する

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

ーレンジメント教室（「花の教室」）を実施。学校での実施に加え、生花

店等でも実施し、7,028 名が受講（うち学校で 

の実施 40 校、生花店等での実施 207 回）。 

②取組による成果、参加者の反応 

・花を飾ることの楽しさ、喜びを実感するととも 

に、作成した作品を家に飾り、家族団欒につな 

がるなど、花に対する理解を深めることができ 

た。 

・花屋で実施することで、気軽に店舗に入りやす 

い雰囲気づくりにつながった。 

③今後の取組の予定 

・学校関係者等を交えた検討会を開催し、より効果的に行うための検討をし

ながら平成 27 年度も「花の教室」を実施する予定。 

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 

「花の教室」の様子 



平成 26年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

長崎県国産花き振興地域協議会（長崎県） 

・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 

  
（メニュー名） 

 
 

（１） 学校・福祉施設等での花育体験推進 

  （小学校における花育体験推進 長崎がんばらんば国体「花育」応援企画） 

① 取組内容 

・ 花で感謝の気持ちを伝えることで子ども達に花の魅力を身近に感じても

らい、暮らしに花を取り込み、楽しむきっかけづくりとすることを目的に

花育活動に取り組んだ。県の関係部局、市町の教育委員会等と連携し、長

崎市内及び近隣町に働きかけて、花束ブーケ作成の募集を行った。その結

果、長崎市及び時津町の９校の小学高５,６年生約 1,000 人がブーケ制作

に取り組むことになった。 
・ 平成 26 年 10 月 20～21 日に本協議会の長崎 

花商組合員、県内花き生産者が各学校に出 

向き、その指導の下、小学生約 1,000 人が国 

体選手団へのねぎらいと感謝の気持ちを込め 
て花束ブーケを制作した。翌 10 月 22 日の 

長崎がんばらんば国体閉会式において長崎県 

選手団 700 人は小学生が制作した花束ブーケ 

を持って入場し、その後、選手団退場の際に 
他県の選手にブーケをプレゼントし、交流の 
一役を担った。 

② 取組による成果、参加者の反応 
・ 小学生は花束制作をとおして、花への親しみ 

や、長崎県内の花き生産について理解するこ 
とができた。また、国体選手団への花束制作 
を通して花の持つ感謝の気持ちを伝える力を 
感じることができた。 

・ 長崎県選手団も国体の閉会式において花束ブ 
ーケの交換を通して、他県選手団との交流が 
できた。 

③ 今後の課題、取組の予定 
・今後は、対象者、対象地域をひろげて、県内全体で花育活動を進めるため、

協議会で花育受講希望者を公募して花育活動を行っていく。また、福祉施

設等へも働きかけて、さらなる消費拡大を図っていく。 
 

 

国体閉会式での交流(長崎新聞より) 

 
長崎市内小学校での花束ブーケ作成 

 



平成 26年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

・熊本県花き協会（熊本県） 

・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、２５市町村、１１農協 

・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 

（１）花育体験の実施 

①取組内容 

 花き需要の拡大を目的として、下記のとおり花育体験を実施。 

・日時  

平成 26 年 11 月 15 日（土） 

・場所 

  熊本花き地方卸売市場 

熊本市南区南高江５丁目６－７１ 

 ・実施内容 

・高校生を対象としたフラワーアレンジメント教室     50 名 

  ・一般消費者を対象としたフラワーアレンジメント教室  100 名 

   講師：熊本花き地方卸売市場花商組合 

   

②取組による成果、参加者の反応 

地元生花店等からフラワーアレンジ講師を招き、フラワーアレンジ教室を

行ったところ、地元高校生 50 名、一般消費者 100 名、合計 150 名がフラワー

アレンジメントを作成した。制作の際は、予めテーマを設定しておき、テー

マにふさわしい作品等を選出して展示することで、参加者以外に対しても花

育の魅力を発信する工夫を行った。 

参加者を対象としたアンケートでは、アレンジ教室に対して多くの方が楽

しみを覚え、また花屋で花を買って、自分でアレンジを作ってみたいとの声

が多く、花に触れる喜びを多くの人が実感できたようであった。 

③今後の課題、取組の予定 

今回の取組では作成した本人の「作る喜び」を提案することができたが、

今後は、更に花を「あげる喜び」を感じられるような取組みを進めていきた

い。（例：作成したアレンジメントを福祉施設へ提供するなど） 

アレンジ教室実施の様子 作成したアレンジ 



平成 26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、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、別府市華道連盟、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、大分県食料・農業・農村振興協議会園芸振興班  

・主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）花育体験及び福祉園芸体験の実施 

 ①取組内容  
・小学生を対象に一番好きな花を選んで絵を描いたり感想を書いたりする花育イベント

を開催。事前学習のスライドで花の種まきから店頭に並ぶまでの流れを勉強してもら

い、会場では、200 種類 5,000 本の花の中から自分の一番好きな花を選んでもらいまし

た。 

 
 
 
 
 
 
     事前学習の様子       目を輝かせて花を観察する小学生達 

 
・一般県民を対象に、花育体験ができるイベントを開催。スタッフが丁寧に指導しなが

ら鉢に花の種をまく体験や一輪挿し生け花体験を実施しました。  

 
 
 
 
 
  多くの親子連れで賑わう会場   スタッフの説明をうけて種まき体験 

 
 ②取組による成果  
 ・花育体験人数 3,126 名 
 （小学校イベント：５日間 17 回 一般県民イベント：２日間随時） 

 
 ③今後の取組の予定  
 ・平成 27 年度は小学校を対象にした花育イベントを拡充する予定。 



平成 26年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

・「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 

宮崎県花き生産者連合会、宮崎県ＪＡ花き協議会、宮崎県花き市場連絡協議

会、宮崎県生花商組合連合会、ＪＡ宮崎経済連、宮崎県農産園芸課、宮崎県

営農支援課 
・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 

 目的：親子等で「花と緑に親しみ・育てる」ことを通して、「花のある生活」

を取り入れることは、社会的・文化的に重要な意義を持っている。 

本協議会の「花育」は、みやざき「花の日」プロジェクト加盟店と連携、来

店型花育」及び学校等に出向いての「出前型花育」を実施し、県産花きの普及

促進と地域に密着した「親しみのある生花店・園芸店」を目指し、花き需要の

掘り起こしを行う。 

実施時期：平成 26 年８月～27 年３月 

回数：38 回 1,107 人 

対象者：幼児・児童：生徒：保護者 

②取組による成果、参加者の反応 

「出前型」花育で花に興味をもたれた方を 

「来店型」花育を紹介、お花屋さんでの 

指導とお花屋さんに足を運んでいただく 

機会の創出を行った。「出前型」の単発的 

な運営から、お花に興味をもたれた方の継続的なフォローにつながった。 

本取組は、平成 26 年度日本フラワービジネス大賞を受賞。 

③今後の課題、取組の予定 

単発的な学校事業に終わることなく、継続性を持たせるため専門店のケアが  

重要である。また、そのきっかけを親や祖父母等と一緒に「専門店」での「花 

育」とリンク拡大を行う。 

（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 
 目的：一般消費者の生活への花きの浸透を図り、各種イベントを開催するこ 
とで、花きへの関心を高める。また、生産者の生産技術向上意欲を高める。 
 実施時期 平成 27 年 2 月 7 日・8 日 
 ・花の祭典 2015 新規取組 
  美容専門学校生と 40 名との 
  フラワーファッションショー約 300 名観衆 
  高校芸術科生徒 9 名とフラワーアート 
  サテライト会場 2 ケ所（都城・延岡） 
 ②取組による成果 

・多くの新規イベントを通し、新たな花の 
魅力を表現しかつ認知いただいた。また、来客との感動の共有ができた。 
③今後の取組の予定 
・発展拡大し、花の魅力の発信の場とする。 

 

 

2014.11.14 宮崎市立倉岡小学校３年  

テーマ「食卓に飾るアレンジメント  

全員が初めての体験。子供たちから、  

「花が好きになった、部屋に飾りたい」 

など感想を多くいただいた。  

 

2015.2 月 7 日（土）15：00～  

美容専門学校生徒 12 組 40 名による  

ﾌﾗﾜｰﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ ﾃｰﾏ手前「ﾌﾞｰｹ」、奥

「ﾌﾟﾘﾝｾｽ」、花を通して沢山の感動を  

学生・観客とも共有できた。  



平成 26年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

・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 

【生産】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 
【流通】（株）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 
【販売・文化】鹿児島県フラワー協会，日本フラワーデザイナー協会 
【行政・その他】鹿児島県農産園芸課，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） 学校・福祉施設等での花育体験推進【県実施人数 1,762 人(18 校 26 団体)】 

  （老人クラブと小学生の花育体験事例） 

① 取組内容 

・目的 

   フラワーアレンジメント制作体験を通して，小学生と地域老人クラブの

世代間交流を促すとともに，地域の花き生産の実態等の理解や花に対する

関心を高め，花の消費拡大につなげる。 

・実施時期 ：平成 27 年 10 月 31 日 

・実施場所 ：指宿市内小学校   

・対象者  ：小学生４，６年生 77 名 

      老人クラブ会員 18 名 

② 取組による成果、参加者の反応 

・ 実施後のアンケート調査によると，小学生は，ほとんどの児童がフラワ

ーアレンジ制作が初体験で花にふれる楽しさを感じ，「また制作してみた

い」「花への興味が湧いた」という意見が多数で，老人クラブとの交流に

ついても，「わかりやすく優しく教えてもらえ，交流の楽しさを感じた」

との意見が多かった。 

 老人クラブ会員の意見も児童とのフラワーアレンジを通しての「交流で

楽しさや癒やしを感じた」との意見が多く，世代間交流が図られた。 

・ 小学生のアレンジ制作は，時間がかかるなど難しい面もあるが，老人ク

ラブ会員の協力もあり，よりスムー 

ズに実施することができた。 

・ 小学生のアンケート結果から学校 

外での花とのふれあう機会について 

は，少ないことがわかった。 

③ 今後の取組予定                        

・ 継続した花育体験活動の実施  

         
  

老人クラブと小学生とのフラワーアレンジ体験交流 



平成 26年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

・沖縄県花き園芸協会（沖縄県） 

・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、沖縄県農業協同組合中央会、国頭村他３０市町村

・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

・沖縄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、離島の小学生を対象としたフラワーアレンジメント教室

を実施（10月～12月、５校、211人）。効果的な実施のため、小学生向けの花育

教材（リーフレット）を作成し学校へ配布するとともに教員および生徒へのアン

ケートも行った。

② 取組による成果、参加者の反応

・花きの消費が少ない沖縄県の中で、生花店が少ない、又は生花店が無い離島地

域で実施することにより、普段、切り花に触れる機会が少ない子ども達へ、フ

ラワーアレンジによる花きへの興味を持たせることができた。また、学校側か

ら、直接生花店の方と接することで花屋という仕事を知るキャリア教育として

も効果が高いことから、フラワーアレンジメント教室を継続し取り組んでほし

いと要望がある。

・花育を通して花きに触れるだけでなく、リーフレットを配布し県内の生産

状況を補完することで、生産から消費までを学んでもらうことができた。

③ 今後の課題・取組の予定

・今後は花を生ける楽しさだけでなく、花を贈る喜びも感じてもらえるよう

に、勤労感謝の日や敬老の日の時期に合わせて実施できるよう学校側と調

整し計画的に実施していく。

・平成27年度は、沖縄本島及び離島の小中学校を対象としてフラワーアレンジメ

ント教室を開催する。さらに、花き生産技術向上及び県産花きの需要拡大を図

るため、花き業界関係者を招聘し講演会等を開催する予定。

八島小学校（石垣市）の生徒 伊江小学校（伊江村）の生徒 
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