
 

 

令和２年度事業報告 

フラワー福岡（抜粋版） 
 

 

 

 

次世代国産花き産業確立推進事業について 

 

 



 

11階エレベーターホールの 

フォトスポット 

「ふくおか花のある暮らし展」 於：県庁１１階 福岡よかもんひろば 

令和３年１月１８日（月）～３月２６日（金） 週替わりで伝統的工芸品とのコラボ展示 

 

 
  

福岡花商青年部によるウェルカムフラワー 

 

 

  

 

 

 

キク、バラ、ツバキ、ユリ、

サクラ、トルコギキョウ等を

使って、週替わりで装飾 



 

ふくおかフラワーフェア 
令和３年１月２３日（土）～２４日（日） 於：福岡市中央区天神 

〇ソラリアプラザ１Ｆゼファ 

福岡県フラワーデザイン品評会入賞者 

作品展示（大会当日の動画を放映） 

高校生花いけバトル 紹介コーナー 

（大会動画の放映と参加高校による作品展示） 

福岡県産花き紹介コーナー 

（産地紹介動画を放映） 

福よか花キッズ及び協議会の 

活動紹介コーナー 
フラワーバレンタイン紹介コーナー 

 

ソラリアプラザ内店舗とのコラボ 

 



 

〇ライオン広場 

５つの花商団体が製作したフラワーフォトスポットを設置 

 

北九州生花商協同組合 

 

 

久留米生花商組合 

 

福岡花商協同組合 

 

北九州フローリスト協同組合 

 

飯塚花商組合 



 

令和３年２月 於：福岡市、北九州市 

全国高校生花いけバトル福岡大会 

 

令和 2年 11月３日（祝）  

於：福岡市中央区 アクロス福岡 

フラワーバレンタインＰＲ展示 

令和２年８月～令和 3年３月 於：関東、関西、福岡の主要取引市場 

展示による販路拡大の取り組み（クルクマ、トルコギキョウ、草花） 

  

 

  

 

 



 

特別支援学校等での園芸体験 
令和２年６月～令和３年２月    

福岡県立糸島農業高等学校 福岡県立嘉穂東高等学校 

「福よか花キッズ」の活動 令和２年６月～令和３年３月    

フラワーアレンジ体験（福岡市） 

 

植木産地訪問（久留米市） 

 

花壇苗産地訪問（朝倉市） 

 

学校での花育体験 

令和２年 1０月～１２月    

 

 

ふくおかフラワーフェアでの活動紹介

（福岡市） 

 

 



１ 花き関係者の連携への支援  

（１） 地域協議会の設置・運営 

年６回、地域協議会を開催し、福岡県の花きの振興方針及び具体的な事業の実施方

策を検討するとともに、関係機関・団体の連絡調整を行った。 

（２） 戦略品目の設定 

     キク類（輪ギク、スプレーマム）、トルコギキョウ、カーネーション、ガーベラ、バ

ラ、ダリア、リンドウ、クルクマ、切り枝（ユーカリ）、アジサイ（鉢物）、花壇用苗

もの（パンジー・ビオラ、ガーデンシクラメン）の１２品目を設定した。 

 

 

２ 花き品目の特徴に対応した生産・流通・消費拡大の取り組み 

（１） 生産・供給体制の強化（表１） 

需要に応じた国産花きの生産及び安定供給体制の確立を図るため、実証ほを県下１７

か所に設置した。 

・設計検討会（書面協議） 

  日時：令和２年５月１５日（金） 

・実績検討会 

  日時：令和３年３月３日（水） １０：００～１６：００ 

  場所：農林業総合試験場 本館 大会議室 

 

 

 

 

表１：技術実証ほ一覧 

（１）生産供給体制の強化 

①低コスト・省力生産技術等の導入実証 

設置場所 内容 

新宮町 バラの天敵利用による害虫被害の抑制と省力化の実証 

朝倉市 
緑色ＬＥＤ防蛾灯を用いた花壇苗のヤガ類被害軽減と防除コスト低減

の実証 

うきは市 カーネーションの LED電照を用いた開花促進による増収技術の実証 

②高品質化生産技術等の導入実証 

設置場所 内容 

八女市他 輪ギクにおける実需者が求める出荷規格に対応する栽培技術の実証 

八女市他 
スプレーマムにおける実需者が求める出荷規格に対応する栽培技術の

実証 

糸島市 スプレーマムの混合色ＬＥＤ照射による品質向上技術の実証 

宮若市 夏季の簡易遮光によるリンドウの品質・収量の向上の実証 

朝倉市、久留米

市 

鉢物アジサイのオリジナル品種の生態的特性把握による生産安定化の

実証 



 

（２） 需要の拡大 

① 消費拡大プロモーション活動（表２） 
戦略品目を中心とした県産花きを利用した消費拡大プロモーション活動を、公共施設、

各種イベント等を活用して行った。  

 

 

③その他戦略品目の生産・供給体制の強化に資する技術の導入実証 

設置場所 内容 

田川市 
秋出しトルコギキョウにおける低濃度エタノール土壌還元消毒による

立枯性病害発生低減効果の実証 

柳川市 
春出しトルコギキョウにおける低濃度エタノール土壌還元消毒による

立枯性病害発生低減効果の実証 

八女市 ガーベラにおける炭酸ガス施用に対応する栽培技術の実証 

みやま市 ダリアにおける収量増加技術の実証 

（２）流通の効率化・高度化 

①生産・加工・流通における品質管理技術等の導入実証 

設置場所 内容 

八女市 
リンドウの採花後の管理・鮮度保持技術等によるリンドウの品質向上

の実証 

福津市 切り枝（ユーカリ）における日持ち性向上に向けた出荷体系の確立 

②その他戦略品目の生産・供給体制の強化に資する技術の導入実証 

設置場所 内容 

糸島市 出荷箱への入数が流通後の品質に及ぼす影響の実証 

表２：消費拡大プロモーション活動一覧 

 (ア)生産者と消費者交流による消費拡大 

内容 期日 場所 

花祭 HANA ma TREE （中止） 筑後市（サザンクス筑後） 

ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞﾌﾗﾜｰ PR ｲﾍﾞﾝﾄ R2. 9～10 福岡市 

(イ)花き関係以外のイベントと連携した戦略品目の PR による消費拡大 

内容 期日 場所 

飯塚新人音楽コンクール （中止） 飯塚市 

TGC 北九州 （中止） 北九州市 

福岡県食育・地産地消月間イベント R2.11.23 福岡銀行本店広場 

「東アジア文化都市北九州」広報 R2.11～R3.2 小倉城、北九州空港他 4 か所 

城島酒蔵ドライブスルー R3. 2.13～14 久留米市城島総合支所 

飯塚・田川ひなのまつり R3. 2.26～3.8 飯塚市役所、嘉穂劇場、伊藤伝

右衛門邸 

(ウ)県内花き市場での戦略品目 PR による消費拡大 

内容 期日 場所 

北九州フラワーフェスタ （中止） 北九州フラワー流通センター 

北九州花ロマン祭 （中止） 北九州花市場 



 

② 生産者と実需者の連携促進 
     ＪＡ全農ふくれんと連携し、クルクマ、トルコギキョウ、草花などの県産花きを関

東、関西の主要取引市場や福岡花市場で展示し、販路拡大を図った。 

また、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、取引市場へ出向いての意見交換等が

行えなかったため、産地のＰＲ動画を作成し、市場等へ向け発信した。 

 

    【展示による販路拡大の取り組み】 

品目 展示市場 時期 参加農協 

クルクマ 大田花き 

ＦＡＪ 

梅田生花 

福岡花市場 

R2．8.31～ 9.4  JA 糸島 

JA にじ 

トルコ 

ギキョウ 

大田花き 

世田谷花き 

なにわ花いちば 

福岡花市場 

R2.10.26～10.30 JA むなかた 

JA 糸島 

JA 直鞍 

JA ふくおか嘉穂 

JA たがわ 

草花類 梅田生花 

福岡花市場 

(大田花き) 

R3.3.1～3.5 

 

(R3.3.5～3.12) 

JA むなかた 

JA 福岡市 

JA にじ 

JA みい 

JA ふくおか八女 

JA みなみ筑後 

JA ふくおか嘉穂 

JA たがわ 

(エ)県産花き（戦略品目）を PR するイベントによる消費拡大 

内容 期日 場所 

小学生アレンジコンテスト 

飯塚地区大会 

R2.10.11 飯塚市役所多目的ホール 

高校生花いけバトル R2.11. 4 アクロス福岡 

県産花きのコンテスト及び展示会 R2.11.21～22 アクロス福岡 

ふくおか花のある暮らし展 R3. 1.18～

3.26 

福岡県庁（よかもんひろば） 

ふくおかフラワーフェア R3. 1.23～24 ソラリアプラザ ゼファ 

およびライオン広場 

(オ)もの日を活用した消費拡大 

内容 期日 場所 

敬老の日ＰＲ R3.9 久留米市 

いい夫婦の日ＰＲ R2.11.13～15 

R2.11.14～15 

R2.11.15～20 

R2.11.15～20 

R2.11.19～24 

R2.11.20～22 

小倉井筒屋 

旧福岡県公会堂貴賓館 

道の駅久留米、久留米市役所

(株)三井ハイテック 

飯塚市役所 

福岡市内 

フラワーバレンタインＰＲ R3. 2.11～14 

R3. 2. 4～12 

福岡市内商業施設等５か所 

久留米市役所 2F 展示広場 

ホワイトデー等ＰＲ R3. 3.13～14 

    3.20～21 

旧福岡県公会堂貴賓館 



    【動画による産地情報発信】 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 花育・園芸体験による花きの活用促進 

（ア） 花育体験 

県内の学校等で、フラワーアレンジメント製作体験や寄せ植え体験等を実施し、花き

に対する興味の醸成を図った。体験には生産者も参加し、参加者への花の説明などを

行った。 のべ参加者：生徒等 181 名 

 

場所 実施主体 内容 実施日 
参 加 者

数 

みやま市立南小学校 

南筑後農業協同組合 

花き部会 

（ﾀﾞﾘｱ･ﾘｷｭｳｿｳ部会） 

ダリア 

栽培教室 
R2. 6.29 33 名 

アレンジメ

ント製作 
R2.10.30 33 名 

福岡県立 

糸島農業高校 

福岡県花き園芸連合会  

（福岡県花卉農協  

一般草花部会） 

アレンジメ

ント製作 R2.11.16 76 名 

杷木保育所 
朝倉地域担い手・産地 

育成協議会 

アレンジメ

ント製作 
R2.10.30 10 名 

志和保育所 
朝倉地域担い手・産地 

育成協議会 

寄せ植え製

作 R2.11.11 14 名 

北崎保育園 
福岡市農業協同組合 

北崎花き青年部 

アレンジメ

ント製作 
R3. 2.12 15 名 

 

発信月 農協 品目 

7 月 JA ふくおか八女 シンテッポウユリ 

8 月 JA 糸島 クルクマ 

10 月 JA ふくおか八女 オンシジウム 

JA ふくおか八女 ガーベラ（八女） 

JA ふくおか八女 ガーベラ（八女） 

11 月 JA ふくおか八女 ガーベラ（広川） 

JA みい トルコギキョウ 

12 月 

 

JA ふくおか八女 バラ 

JA にじ 青年部 

JA くるめ 電照菊 

1 月 

 

JA みい 金魚草 

JA みなみ筑後 エメラルドウェーブ 

JA みなみ筑後 ダリア 

JA 福岡市 ストック 

JA むなかた ユーカリ 

２月 JA 糸島 アネモネ 

３月 JA 田川 グリーン類 

JA にじ カーネーション 

JA ふくおか八女 洋花類（筑後） 

JA 糸島 トルコギキョウ 



（イ） 福祉園芸体験 

県内の特別支援学校 3 校と県立高校 1 校で、ハンギングバスケット製作やフラワーア

レンジメント製作体験を実施し、花の癒し効果を体感していただいた。体験には生産

者も参加し、参加者と交流した。 のべ参加者：生徒 186 名 

 

場所 内容 実施日 参加者数 

福岡県立嘉穂東高等学校 ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ製作 R2.10.6 35 名 

福岡市立特別支援学校「博多高等学園」 ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ製作 R2.11.11 11 名 

福岡県立古賀特別支援学校高等部 ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ製作 R2.11.19 20 名 

福岡県立福岡高等聴覚特別支援学校  アレンジメント製作 R2.12.17 25 名 

福岡県立古賀特別支援学校高等部 アレンジメント製作 R2.12.18 56 名 

福岡市立特別支援学校「博多高等学園」 アレンジメント製作 R2. 12.21 39 名 

 

 

④ その他戦略品目の需要拡大に資する取り組み 

    ＮＰＯ法人と連携し、小学生の産地訪問やアレンジメント制作、花を楽しむための花

びんつくりなど、花に関する体験を通年参加型で行い、その体験記等をＳＮＳで発信す

る取り組みを行った。 

    子どもたちに花に興味を持ってもらい、家で花を飾る習慣をつけるためには、産地訪

問などの生産現場での経験や飾るための道具（花びんなど）を自分で作ることは有効と

考えられる。 

    また、親子で産地訪問をする等、一緒に体験することで、親世代の興味もわき、花き

の購入促進につながる可能性が高い。 

    

 

「福よか花キッズ」の取り組みの概要 

 実施日 開催場所 内容 

１ R2．6.21 福岡市動植物園 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝとｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ制作体験 

２ R2. 7.19 福岡市動植物園 福岡県の花の紹介、カラーサンドを使っ

た一輪挿しの製作 

３ R2. 9.21 アクロス福岡 フラワーポットづくりと花市場の紹介 

４ R2.10.25 朝倉市 花壇苗農場見学と寄せ植え体験 

５ R2.11.23 久留米市田主丸町 花木（植木）産地訪問と緑化センター見

学 

６ R2.12 （中止） 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から中止 

７ R3. 1.23～24 福岡市 フラワーフェアでの活動報告と作品展示 

８ R3. 3. 6 （リモート開催） フラワーアレンジメント製作と一年間の

振り返り 



〔アンケート結果〕 

 Q：「福よか花キッズ」に参加してみて、どうでしたか？ 

   楽しかった（100%） どちらでもない（0%） 楽しくなかった（0%） 

 

  Q：参加した活動の中で、最も楽しかった活動は何ですか？ 

    アレンジ教室（0%） 一輪挿し製作（ %） フラワーポット製作（ %） 

花壇苗の産地訪問（100%） 植木産地訪問（ %） その他  （ %）  

 

 Q：参加後に花を飾ることが多くなりましたか？ 

  多くなった（100%）  どちらでもない（0%）  少なくなった（0%）  

 

 

〔感想・参加した子供達の変化 一部抜粋〕 

 子ども 

・自由に作って上手にできた時がうれしかった。産地訪問は楽しかった。その時作っ

た寄せ植えは、おばあちゃんの誕生日にプレゼントしたらよろこんでくれたから、

今度は自分の家用にもまた作りたいです。 

・毎回花を触ったり、作っている人の話を聞いたり、育てている場所を見られたのが

面白かった。花や植木を作っている人と会ってみて若くてびっくりした。ハウスが

大きくて、たくさんあって世話するのが大変そうだと思った。花とか木を見たら顔

を思い出します。またいろんな人に会いたい。 

・お花の名前をおぼえた。みんなと一緒に見学したのが楽しかった。農家さんがやさ

しく教えてくれて寄せ植えも楽しかった。 

 

  保護者 

    ・同じ花にも沢山の種類があること、福岡ではいろんな花が生産されていることを産地

訪問やアレンジメントを通して知ることができました。 

     出来上がったアレンジメントを家族にプレゼントした際、お花についての解説もして

いました。実際に栽培されている様子を見学したり、触ってにおいを感じたり、とて

もいい経験をさせていただきました 

・福岡の花の生産者から直接お話を聞くなど、花に親しむ様々な活動を通して、学校で

は学べないような貴重な体験をさせていただきました。産地訪問がとても楽しかった

ようで、また機会があれば私も参加してみたいです。親子とも花に興味を持つように

なりました。 

・花に目が行くようになり家でも飾るようになりましたし、花がないと「さみしいね」

と話すようになり、飾ることが習慣になったようです。なかなか家で育てることはで

きませんが、花に触れる機会が増えてよかったです。 

    ・花がしおれてきたり、水のやり時などをおしえてくれたりするようになりました。気

づけるようになったことに成長を感じます。 



３ 事業実施後の効果 

（１） 生花店等への消費実態調査 

本事業による消費拡大効果を評価する一手段として、県内生花店に売上等に関する

アンケートを実施した。回答生花店数は 81 店舗。 

 

 【アンケート結果（一部抜粋）】 

・前年度（令和元年度）の売上を 100 とした場合、「令和２年度の売上は何％だったか」

の問いに対し、100 以上と回答した店舗は 17 店舗（全体の 20%）であった。 

・全体の売上対比の平均値は、77%だった。 

・売上が増加した要因としては、「家庭消費の拡大」、「SNS での情報発信による集客の取

組んだ」などの回答があった。 

・売上が減少した要因としては、「コロナによる催しの中止」、「物日以外の注文数の減少」、

「緊急事態宣言などによる夕方～夜の来客数の著しい減少」などの回答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 生花店における前年度との売上比較 〕 

 

  ・「コロナ禍で花きの需要がどのように変化したと感じるか」の問いに対しては、 

  需用の変化  取組 

売 

上 

の 

変 

化 

増 

加 

・コロナ禍によるステイホーム需要 

・花に安らぎを求める方が増加 

・自宅消費が増えた 

→ 

・ホームユース向けの品揃えの強化 

・花苗を主に販売していたが、花鉢の取り扱いを増やした 

・サブスクによる家庭消費の促進 

減 

少 

・ギフトが減少したが、少し家庭用が出てきた 

・リモートワークの人が切り花、ミニ観葉をリピート 

・自宅用の花を飾る人が増加 

・ホームユースと若者の来店増 

・個人消費は増えたがイベントがなく売上減 

 

・葬儀１件単価の低下。家族葬が増え、供花の本数減 

・客単価の減少、来客数の減少（特に夕方～夜） 

→ 

・家庭用の花持ちがよくなるようリピーターを増やす 

・店長のお任せ切り花セットをコロナ禍より継続 

・定期配送サービスを開始 

・キャッシュレス化、ＳＮＳによるＰＲ 

・SNS を活用し、少しでも知ってもらう、来店してもらう

ように努力している 

・仕入れ額を抑え、在庫を抱えないようにしている 

・ホームユースを推進 

 

上記のような回答があり（一部抜粋）、花きの需要は減少したとの回答が目立った。しかし、

ホームユース需要に対する期待、需要を喚起するための情報発信、新規顧客を獲得するた

めの取組などが行われていることが明らかとなった。 

 



（２） イベント等での消費意向調査 

 ①「ウィークエンドフラワー」ＰＲイベント、ワークショップでのアンケート調査 

   花の消費状況、新たな物日の認知度向上について把握するため、「ウィークエンドフラワ

ー」ＰＲイベントにおいてアンケート調査を実施。計３回のＰＲイベントにおける回答者

数は合計５６名。 

 

  【主な設問】 

   ・以前と比べ花の購入頻度は増えていますか？ 

   ・これからお花の購入頻度は増えそうですか？ 

   ・週末に花を楽しむ「ウィークエンドフラワー」を知っていますか？ 

 

  【アンケート結果】 （一部抜粋） 

   ・以前より花の購入頻度は増えているかとの問いに対し、増えていると回答した人数は、

21 名（全体の 38%、Ｒ元年度 30%）であった。 

   ・今後花の購入頻度は増えそうかとの問いに対し、増えそうと回答した人数は、46 名（全

体の 82%、Ｒ元年度 64%）であった。 

   ・週末に花を楽しむ「ウィークエンドフラワー」を知っているかの問いに対し、知って

いると回答した人数は、9 名（全体の 16%、Ｒ元年度 9%）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 ウィークエンドフラワーＰＲアンケート 〕 

 

  【イベントに参加した感想】 

・生産者の方からのお話も聞けて、生けるのも先生のご指導があり勉強になりました。早

速、花を買いに行きたくなりました。 

・ウコン、ターメリックと聞くとよく知っている名前でしたが、「クルクマ」は初耳の植

物でしたエキゾチックで大人なお花だと感じます。本日は素敵なアレンジできて満足で

す。ありがとうございました。 

・生産者の苦労などの話を聞きまた一段と花が愛おしくなりました。今日は素敵なフラワ

ーアレンジメントをありがとうございました。 



・生産者の話がきけて良かったです。花ぶりが大きくて、色合いも良くて日持ちするので、

トルコギキョウは好きでよく飾ります。土を消毒して生産されているお話を聞いて、大

切に飾っていきたいと思いました。 

 

 

②花育、園芸体験でのアンケート調査 

 （ア）花育体験 

花育体験後の家庭での花飾りの習慣化について把握するため、活動後おおむね２か月後に

アンケート調査を実施。６回の花育体験における回答者数は158名（保護者による回答含む）。 

 

  【アンケートの結果】 （一部抜粋） 

・活動実施前と比べ、自宅で花を飾る機会は多くなったかとの問いに対し、多くなったと

回答した人数は、69名（全体の44%、Ｒ元年度39%）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 花育体験実施者へのアンケート結果 〕 

回答数：糸島 73、杷木 9、志和 14、筑後アレンジ 32、筑後苗定植 30 

 

【花育体験に参加した感想】 

  ・色々な人が来てくれて教えてもらい、ダリアのことを知れて良かったです（筑後小学校） 

  ・家に持ち帰ってすぐに水やりをしていました。とても楽しかったみたいです。花を飾るこ

とは増えていませんが、種は買いに行きました（志和保育所） 

  ・花とみどりの産地ならでは。花の寄せ植え教室、是非続けてほしいです（志和保育所） 

・とても楽しかったようで、一つ一つ説明してくれました。なかなかお花を触ったりする機

会がないため、良い経験になったと思います（杷木保育所） 

・フラワーアレンジメントの基本的な事を学ぶことができ、珍しい高価な花々で見たことな

い草花で生産者の貴重なお話も聞くことができ、とても良い体験をさせていただきありが

とうございました（糸島農業高校） 

・いつも家で買う花は、仏壇などに飾る用の花とかなので、今回初めて色とりどりな花を触

り、自分が作ったフラワーアレンジメントは、祖母にプレゼントしました。祖母の笑顔を

久しぶりに見ることができ、とてもうれしかったです。これからも仏花ではない花を祖母

にプレゼントしていきたいと思いました（糸島農業高校）



（イ）福祉園芸体験 

      園芸体験後の福祉分野での花き活用促進、参加者へのメンタルヘルス等の向上につ

いて把握するため、アンケート調査を実施。 

 

  【アンケート結果】 （一部抜粋） 

・園芸体験は楽しかったかとの問いに対し、楽しかったと回答した人数は、136名（全体

の95%）であった。 

・園芸体験をとおして、気分や体調に変化があったかの問いに対し、良くなったと回答し

た人数は、37名（全体の66%）であった。 

・園芸体験（ハンギングバスケット作り、アレンジメント作り）にまた参加したいかの問

いに対し、参加したいと回答した人数は98名（全体68%）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔体験後の感想〕 

生徒 

・花がきれいに見えるように、工夫することが難しかった。 

・フラワーアレンジを体験してみて、自分好みのアレンジが出来、先生から、ほめら

れて、とても嬉しかったので、ぜひまたしたいと思いました。 

・人生で初めて体験してみて、難しいこと、知らないことを少しでも興味をもって完

成させることが、楽しかったです。 

     

 


