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・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、（公社）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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）フラワーコンテスト、花文化展示会 

 ・『淡海フラワーフェスティバル』 

① 取組内容 
県産花きのＰＲや花きの活用促進、消費拡大のため、11 月に「淡海フラワ

ーフェスティバル」を開催。花き品評会（111 点出品）、生花アレンジを競

うフローリスト・コンテスト（65 点出品）、県産ばら品種展示（152 品種）、

県内農業高校生やフローリストによる親子寄せ植え教室（２回 100 人）・

親子フラワーアレンジメント教室（４回 200 人）の開催などを実施。 
② 取組による成果 
 来場者（1,800 人）に対して、県内で生産されている花きの品質の高さや

種類の豊富さの情報発信をできたほか、展示や親子教室により幅広い層の

来場者に花き活用の魅力を発信し、良さや楽しみ方を知ってもらう機会を

提供出来た。 
③ 今後の取組の予定 
 平成 28 年度も引き続きイベントを実施し、県産花きへの魅力を情報発信

していくとともに花き活用への関心を高められるようなイベント内容に

して、花き消費拡大と花き産業の活性化を目指す。 
 
 
 
 
 
 

 

 

・『滋賀県産花き品種展示』 

① 取組内容 
 滋賀県内で生産されている花きの認知度の向上と需要拡大を目的に、ばら

を中心に品種展示会を４回（10、11、1、2 月）開催した。展示のほか、

人気投票の実施や生活空間をイメージしたアレンジメント展示、県産ばら

を使った花束写真撮影コーナーや親子フラワーアレンジメント教室（２回

40 人）を行った。 
 
 
 
 

  

品評会の様子 フローリスト・コンテストの様子 
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②取組による成果 
県内外の多くの来場者（12,000 人）に県産花きの魅力をＰＲすることがで

き、県産花きに興味を持ってもらう機会となった。また人気投票により来

場者からの評価の高い品種を把握することも出来た。 
③今後の取組の予定 
 今後も県内外で展示会を開催し、県産花きの認知度向上を目指す。また展

示会への来場をきっかけに、花き活用の意識を喚起できるよう工夫した展

示を行う。 
 
 
 
 
 
 

 
（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

 ①取組内容 
 県内小学生を対象に、花に触れて楽しむ体験により、花に親しみや関心を

もってもうらことを目的に実施。10～11 月に県内の小学校３校において、

フラワーアレンジメント制作の花育教室を実施し、講師の派遣と花材・資

材の提供を行った（参加生徒 42 人）。 
 ②取組による成果 
 取組後のアンケートの結果では、家に持ち帰った時に家族に褒められた、家

で花の話をしたなど、子どもたちが家庭で花を楽しみ、花へ興味を持つ機会

となったことが伺えた。 
また教員アンケートからは、取組後の子どもたちが花を大切に世話している

様子が伺え、命の大切さを学ぶ経験にもなった。 
 ③今後の取組の予定 

より多くの子どもたちに花に触れる機会を提供し興味を持ってもらえるよ

う、引き続き各市町村教育委員会を通じて公募を行い、実施学校を増やし

ていきたい。 

  

 

品種展示の様子 アレンジメント展示 

小学校でのアレンジメント教室の様子 
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熱心に投票する参加者 

鉾町での展示 

・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（生産者）、京都生花(株)（卸売業者）、（株）

大原総合花き市場（卸売業者）京都府花商協同組合（花き小売）、京都府園

芸商組合（花き小売）、京都府農業協同組合中央会、京都市産業観光局（行

政）、京都府農林水産部（行政） 
・主な取組 

  
 

 
 
 

（１）祇園祭におけるヒオウギ花文化の展示 

①取組内容 

・日本三大祭のひとつである祇園祭は、疫病封じが

目的であり、祭の期間中には呉服店を中心とした

町家で厄除けの花きと伝えられるヒオウギを生け

る伝統がある。 

・この花文化の継承を目的に、京都府花商協同組合

が中心となり、鉾
ほこ

町
まち

(注)住民の協力を得て、展示

会を開催した。 
注：鉾町とは鉾や山車を保存運営している町 

②成果、参加者の反応 

・飾り手の高齢化や都市化による町屋の減少で忘れられていた飾花を 14 か

所の山鉾で再現し、その近くに伝統のいわれを説明したパネルを設置する

ことで、多くの観光客や府民に対して情報発信ができた。 

③今後の課題、取組の予定 

・平成 28 年度は展示が 17 か所に増加する予定であり、展示場所の拡大や広

報活用により、広く消費者にヒオウギの飾花を見てもらえる機会を増やす。 

・自宅でも祇園祭のヒオウギ飾花を促すチラシを配布し、伝統への参加をす

すめることで、花文化を広める。 

（２）第 33 回京都府花き品評会 

 ①取組内容 
・花きの専門家が審査する表彰部門に加え、昨年度

に引き続き、消費者ニーズを直接把握するため、

来場者の投票による表彰を実施した。 
②取組による成果 
・来場者 300 名から投票を受けることができ、また

花きをじっくり見てもらえたことで、出展者にと

っては、よい励みとなった。（コンテスト来場者

数は約 1,300 名） 
・切花の種類や色で投票者の好みが強く現れ、花き専門家の出した結果と異

なる結果がみられたため、消費者ニーズをつかむ良い場となった。 
③今後の取組の予定 
・今後も、花き専門家の審査による表彰に加え、来場者投票の実施により消

費者ニーズを諮る機会の場とし、京都府花き振興ネットワークとして花き

生産の取組について消費者に PR する。 
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（１）花育事業  

①取組内容 

平成 26 年度までは幼稚園児、小学生児童に対して花壇作成、アレンジメン

ト作成を実施していたが、平成 27 年度は昨年の取組のほかに、福祉施設に

対しても同取組を実施した。 

②取組による成果、参加者の反応 

参加者数 1,761 人 福祉施設では花育体験が初めての参加者が多く、花と

ふれあうことに関心を持って頂けた。 

また、実施終了後には積極的に花壇の様子を見に行き水やり等に取り組ん

で頂き改めて花の良さに気付いて頂けたことが覗えた。 

③今後の課題、取組の予定 

来年度も、将来の花需要拡大と花による癒しを 
テーマに、学生、福祉施設での取り組みを増や 

していく。 
（２）フラワーコンテスト・花文化展示会 

①取組内容 

大阪府の高校生を対象としたアレンジメント 

コンテストの実施。 

②取組による成果、参加者の反応 

今回初めての開催であったが、「出場したい」という生徒の思いが強かっ

たため、どの出展作品もレベルが高く、将来の花業界が期待できるもので

あった。 

③今後の課題、取組の予定 

 開催場所が狭く、出場校を絞った中でのコンテスト 

 であったため、平成 28 年度では、開催場所を大き 

くし、参加校選手を増やして取り組む予定となって 

  いる。  

（３）花文化と国産花きの情報発信 

①取組内容 

天皇誕生日のレセプションへの花材提供及び花材の説明により日本産花き

に関する情報発信。 

②取組による成果、参加者の反応 

情勢の変化等で実施場所が減ったが、情報発信を行った国では、日本産  

花きは好評で人気があった。 

③今後の課題、取組の予定 

  今後も積極的に日本産花きの品質・日持ちの良さを PR するなど、海外へ

のアプローチを行っていきたい。 

・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, 
(株)ヴルーメン、株式会社日比谷花壇 

・主な取組 

 

福祉施設での花育の取組の様子 

高校生コンテスト受賞者 
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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 

高品質な県産花きの紹介や菖蒲の節句、ハロウィン、 

フラワーバレンタイン等の物日提案を行った。 

・実施時期:５月、10 月、12 月、1 月、２月、３月 

・回数：９回 

・対象者等：JR 神戸・姫路駅利用者、 

県立フラワーセンター来園者等 

② 取組による成果、参加者の反応 

・花文化展示来場者数：122,735 人 

・展示花きと写真を撮る来場者が数多く見られた。 

また、花きの種類や産地に関心を示す人や、花き 

のアレンジ方法の質問をする人もおり、積極的 

に県産花き及び物日の啓発が行えた。 

③ 取組の予定 

四季を通じた既存の物日における花文化展示に加え、新たな物日提案

を展示していく。 

 

（２）花育体験の実施 

① 取組内容 

花に触れる機会を通じて、優しさや美しさを感 

じることや花の癒やし効果の実感、コミュニケー 

ション力を育むことを目的に、テーマにあわせた 

生花アレンジや花苗の寄せ植えなどの花育体験教 

室を実施した。体験後は、子供たちの感想等を県 

立フラワーセンターでパネル展示し、花育の効果 

を広く周知した。 

・実施期間：５月～２月  回数：42 回 

・対象者等：県内幼稚園児と保護者､小学生､福祉施設 

② 取組による成果、参加者の反応 

・参加者数：3,057 人  

・花に触れる機会が少ない子供達が教室を通して花に興味を持ち、生活の 

中に花があることの心地よさを体感する機会となった。 

③ 今後の課題、取組の予定 

・教育の場面で継続的に花育を取り入れてもらう手段を検討していくた 

め、モデル校の設置等を考えたい。 

 

フラワーバレンタイン展示 

ハロウィン展示 

親子花育体験 

 

 

 
パネル展示 
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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 

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 

ンジメントのコンテスト・展示を実施。 

植木では「花と緑の癒しの空間」をテーマに病院施設や駅前で展示を実施。 

切り花は、男性から女性に花を贈るバレンタインデーにしようという「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実施。 

実施時期：10 月～３月 回数：８回 対象者：消費者 2,000 名 

②取組による成果、参加者の反応 

・鉢花寄せ植え、切り花アレンジメントのコンテスト・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出来た。 

 また人気投票を実施して、消費者にコンテストに参加してもらった。出展 

 者も消費者の好みを把握する事が出来た。 

・アンケートを実施することで、安価で花もちが良い事など、消費者から花

きに求められているニーズがよく把握できた。 

③今後の取組の予定 

・「お供えの花」･「暮らしの中の花」･「お見舞いの花束」をテーマとした 

 展示を行う。 

（２）保育園での花育教室の開催 

①取組内容 

ハロウィン、クリスマス、ひな祭りを題材にしたアレンジメントの作成。 

実施時期:８月～２月 回数:８回 対象者:県内保育園児とその保護者 204 名 

②取組による成果、参加者の反応 

・ひな祭りなどの行事を題材にしたフラワーアレンジメントを用いて児童の 

 花への興味を引き出すことが出来た。 

・アンケートを実施して、保護者から回答を頂き、児童がフラワーアレンジ 

 メントを家庭に持ち帰ってからもきちんと花の世話をしているなど、花を 

 思いやる姿勢が把握できた。 

③今後の取組の予定 

・保育園・幼稚園・小学校等で引き続き花育教室を行なっていく。 

 
天理駅前での植木植栽展示 保育園での花育教室 
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・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）「母の日参り」「いい夫婦の日」「フラワーバレンタイン（以下ＦＶ）」を 

テーマにした新たな花文化の発信と提案 

①取組内容 

新たな記念日（母の日参り（ＧＷから母の日までの期間

のお墓参り等を生活者に向け提唱）、いい夫婦の日（11 月 22

日パートナーへの感謝の気持ちを花に携え伝える日）、ＦＶ（2

月 14 日は男女がお互いに感謝の気持ちを花に携え伝える日））

をテーマに、県産花きを用いた展示会を４回実施。 

・洋風お供え花の提案（和歌山、大阪、東京） 

・「いい夫婦の日」フォトスポットの設置（大阪） 

・「母の日参り」記念日ＰＲリーフレット等の配付 

・「母の日参り」等の認知度調査 

 ②取組による成果、参加者の反応 

   ・フォトスポットでは、1,782 名が写真撮影 

・3 つの記念日の認知度のアンケート調査を実施 

「母の日参り」を知っている  41％ 

「いい夫婦の日」を知っている 63％ 

「ＦＶ」を知っている     38％ 

・小売業界から、母の日参りの取組を需要創出のため

もっと盛り上げていきたいとの声が聞かれた。 

③今後の課題、取組の予定 

新たな記念日の普及・定着のため、5 月の母の日参り、

11 月のいい夫婦の日、2 月のＦＶを重点活動対象とし、

ＰＲイベントを展開する。特に「母の日参り」について

は、他の花き産地をはじめ、流通関係者や異業種との連

携により、普及に取り組む。 

（２）花育体験の実施 

①取組内容 

・県産花きを使ったブーケ作り(8 小学校 児童 954 名) 

・県産花壇苗を使った花壇作り(4 小学校 児童 313 名) 

  ・上記展示会にフラワーアレンジ体験コーナーを設置 

（児童、親子 350 名） 

②取組による成果、参加者（子供達）の反応 

・和歌山県内に沢山の種類の花があることがわかった、

花壇が花でいっぱいになり嬉しいと言った感想をい

ただいた。 

・県内産の花きの知名度を高め、また花のある暮らしを

提案できた。 

③今後の課題、取組の予定 

より多くの子供達に花に接する機会を増やすため、花育未実施校を中心に活動

 

 

 

いい夫婦の日のＰＲ 

母の日参りＰＲ  

洋風スタイルお供え花の提案  

ブーケづくり体験  


