
平成 27年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

・いばらきの花振興協議会（茨城県） 

・協議会構成団体 

茨城県農林水産部、茨城県花き園芸協会、全国農業協同組合茨城県本部、

（公社）茨城県農林振興公社、花キューピット協同組合茨城支部、（公社）

日本フラワーデザイナー協会茨城県支部、茨城県花き卸売市場協会、茨城花

き流通センター農業協同組合、茨城県つくば芝振興協議会、茨城県フラワー

パーク、大好きいばらき県民会議、茨城県農業会議 
・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１）生産技術交流支援 

①取組内容 

グラジオラスの需要並びに生産の現状や問題点を 

共有し、連携して安定供給や需要拡大を目指すた 

め、主要産地である茨城県・鹿児島県・長野県の 

生産者・農協関係者、行政関係者によるグラジオ 

ラス産地交流会を開催した。 

平成 27 年６月 参加者 16 名 

平成 27 年 10 月 参加者 80 名 

②取組による成果、参加者の反応 

全国規模のグラジオラスの交流会は全国的に見て 

も初めての取組であり、活発に意見交換がなされ 

た。実需者のグラジオラス需要に関する講演や、 

種苗会社による球根情勢の紹介、ほ場現地視察等 

を行った。 

③取組の予定 

リレー出荷や需要拡大に向けて，現況の確認や特殊な引きのある品種，業務利

用についての活発な議論がなされた。今後も３県連携して取り組んで行くこと

となった。 

 

（２）いばらき花フェスタの開催 

①取組内容 

県産の花きを使用して「いばらき花フェスタ」と 

して、いばらきフラワーセレクション、フラワー 

ディスプレイ展、ハンギングバスケット・コンテ 

ナガーデン展示等の花文化展示や花束づくり体験 

を行った。 

平成 27 年 10 月 24 日～25 日 来場者約６万人 

②取組による成果、参加者の反応 

「茨城をたべよう収穫祭」と同時開催することに 

より、日頃花きに触れる機会の少ない方に、花き 

をＰＲすることができた。来場者からは県内で多 

様な花きの生産が行われていることについて、驚 

嘆の声も聞かれた。 

③今後の課題、取組の予定 

アンケート結果によると，花の美しさを再確認 

できた等の声があり，好評であったことが伺えたため、今後も継続して取り組

んでいきたい。 

 
グラジオラス産地交流会の様子  

 
ほ場現地視察の様子  

 

 
フラワーディスプレイ展の様子  

 
ハンギングバスケット・  

コンテナガーデン展示の様子  
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・栃木県花き振興協議会（栃木県） 

・協議会構成団体 

一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会、一般社団法人とちぎ農産物マーケテ

ィング協会花き部会、全国農業協同組合連合会栃木県本部園芸部、（株）宇都宮花き、

とちぎ花センター、栃木県生花商協同組合、栃木県農政部生産振興課 
・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 

１．花育体験の実施 

①取組内容 

 ・実施時期：平成 27年６月～平成 28年３月  

全 52回実施 

・対象者：県内の幼稚園生、小中学生、高校生 参加者：4,827名 

【アレンジメント体験】 

・地元産の花きを使用したアレンジメント体験を実施。生産者から花き栽培の話をするなど、

地元産の花を知るきっかけ作りにもなった。 

【管理体験】 

・小学校に毎月鉢物を届け、児童に対して管理体験を実施した。管理カードを作成し、児童に 

も管理日記をつけてもらうことで、花の管理を習慣づけて行うようにした。 

【栽培体験】 

・カーネーションの植え付けから管理まで一貫した栽培体験を実施した。開花した花を収穫 

し、アレンジメント体験を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

②参加者の反応 

・好みの花を自分たちで選ぶことで、自由な発想が生まれ、とても真剣に取り組んでいた。 

・アレンジメント体験では、家に持ち帰った後の管理方法まで説明したため、子供達が自分で 

管理していたとの話も聞かれた。 

・アンケートの結果では、今後も参加したいとの回答が大多数だった。 

２．秀品花き展示 

①取組内容 

・実施時期：平成 27年６月～平成 28年３月 全５回実施 

・品評会で入賞した生産者の花きを県内各地域で展示し、県内産花き 

の PRを実施 

②参加者の反応 

・地元で作られている花についてあまり知らなかったが、どのような 

花が生産されているのか興味を持つようになったとの話が聞かれた。 

・今後もぜひこのような取組を行ってほしいという意見が多く聞かれた。 

３．今後の取組の予定 

・平成 28年度も引き続き、花育を県内の各地域で推進し、実施する予定。 

・これまでの取組に加え、花文化展示会を県内各地で実施する予定。 

地元産花きを使用したアレンジメント体験 地元で生産されている花にについて説明 

秀品花き展示会場 
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・群馬県花き振興協議会（群馬県） 

・協議会構成団体 

群馬県、群馬県園芸協会、全国農業協同組合連合会群馬県本部 
群馬県生花商業協同組合、群馬県中央園芸株式会社 

・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 

児童に対して花きに親しむ機会を提供することを目的として、平成 27 年

10 月から 11 月の間、みどり市内の小学校８校で花育教室を開催し、合計 517

名の児童が寄せ植えのポットを作成した。 

②取組による成果 

花の名前やどんな花材が群馬県で生産されているかなど、県産花きへの関

心が高まった。 

また、作成したポットを家庭に持ち帰ることで児童だけでなく、家族間で

も花の「美しさ」や「癒やし」を共有することができた。 

 

③今後の取組予定 

  花育の定着を図るため、引き続き他市町 

村でも花育教室を開催する。 

  なお、平成 28 年度は、富岡市・安中市 

の小学校を対象に開催する予定である。 

 

 

（２）フラワーデザインコンテスト 

①取組内容 

県民に広く花の魅力を知ってもらい、花きの需要拡大に繋げることを目的

として開催。フローリストによるフラワーアレンジメント競技会やクリスマ

スをテーマにしたフラワーアレンジメント作品の展示を行った。 

 

②取組による成果 

花本来の持つ美しさや、アレンジメントを

加えることにより変化する美しさに来場者の

関心が高まり、ＰＲ効果が図れた。 

③今後の取組予定 

来年度も継続して事業を実施し、来場者に

対して花の魅力を伝えていくとともに、消費

拡大に繋がる企画を検討していきたい。 
 

寄せ植えの手順説明  

アレンジメント競技会の様子 
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・さいたまの花普及促進協議会（埼玉県） 

 

・協議会構成団体 

埼玉県、埼玉県花き園芸組合連合会、埼玉県植木生産組合連合会、全国農業

協同組合連合会埼玉県本部、埼玉県花き園芸市場協会、埼玉県生花商組合連

合会、（公社）日本フラワーデザイナー協会埼玉県支部、埼玉県インドアグ

リーン協会、（一社）日本ハンギングバスケット協会埼玉支部 
 

・主な取組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      講演会（石原氏） 
 

（１）花文化展示会の実施 

 ①取組内容 

 主に埼玉県産の花・植木、フラワーデザイン、ハンギングバスケット、

植木の室内装飾などの展示に加え、著名人（石原和幸氏等）を招いての講

演会などを含めた花文化展示会を３回開催し、約６，７００人の来場者に

暮らしの中で楽しむ花と緑を提案するとともに、埼玉県花植木産業及び文

化を発信した。 

 

②取組による成果、参加者の反応 

 埼玉県で生産されている花植木を多くの来場者に知ってもらうことがで

き、展示や講演会の参加者に花を飾る意識を喚起することができた。（来

場者の９割以上が花を飾ろうと思ったとのアンケート結果を得た。） 

 

③今後の課題、取組の予定 

 平成２８年度は２回の花文化展示会を開催し、多くの県民に花と緑のあ

る暮らしを提案する予定。 

フラワーバレンタインをイメージした 

装飾展示 
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（２）福祉園芸体験の開催 

 ①取組内容 

 福祉施設利用者を対象に、花の癒し効果によるストレス改善やリラック

ス効果を実感してもらい、暮らしの中に花を取り入れてもらうきっかけを

作るために福祉園芸体験を開催した。 

 

②取組による成果、参加者の反応 

 福祉園芸体験を合計 12 回開催し、福祉施設利用者 285 人が参加した。 

 花に触れることで癒し効果（ストレス解消になった・気持ちが安らいだ・

幸せな気持ちになった）があったと感じた体験者は全体の 97％、今後も園

芸体験をしたいと思った体験者は全体の 95％であった。 

 

③今後の課題、取組の予定 

 作業内容を認知できない利用者もいるため、内容は複雑なものを避ける

ことやマンツーマンでの対応、講師による利用者の特徴把握等が必要であ

る。 

 平成 28 年度も約 320 人を対象とした福祉園芸体験を実施する予定であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

プランターへの植込み      多肉植物を使ったサンドアート 
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・千葉県花き振興地域協議会（千葉県） 

・協議会構成団体 

千葉県農林水産部、千葉県花き園芸組合連合会、千葉県植木生産組合連合会、

（公社）千葉県園芸協会、全農千葉県本部、(株)第一花き柏支社、（一社）日

本生花通信配達協会千葉県支部、千葉県茶華道協会 
・主な取組 

  
１）成田空港での千葉県産花きのＰＲ展示 

①取組内容 

・千葉県産の花植木の需要拡大を図るため、国内外からの来訪者が多い成田国

際ターミナル内において、本県特産の植木を活用した日本庭園や伝統文化で

ある「生け花」などの展示を実施。 

 

千葉県産植木を使った日本庭園の展示 
展示期間：平成 28 年 1 月 25 日(金)～31 日(日) 
千葉県の伝統的な造形技術により仕立てられた植木で日本  
庭園を紹介。 

 
 千葉県産花きを使った生け花の展示 
 展示期間：平成 28 年 1 月 22 日(金)～2 月 4 日(木)  
 日本の伝統文化である「生け花」の魅力を「杉玉」と融合 

させた作品として紹介。 
 
 千葉県産花きを使ったディスプレイ展示 
 展示期間:平成 28 年 2 月 18 日(木)～2 月 29 日(月) 
 早春の千葉の里山をイメージさせる豊富な花きの魅力を 

ＰＲ。 
 
 ②取組による成果、参加者の反応 
 ・千葉県産花きの魅力を伝えるとともに花植木産地として千葉県への理解促進

を図った。来場者からはいずれの展示も好感をもたれ、県内産花きひいては

日本の伝統文化に対する称賛の声が上がっていた。 
 ③今後の課題、取組の予定 
 ・今回の展示は近代的な空港内に日本の伝統文化を取り入れたもので、「日本

を代表する美しい展示」と海外の方から好評だった。 
  千葉県花き振興地域協議会では、今後も県産花植木の魅力を発信し、需要拡

大の取り組みを行っていく予定。 
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（１） 学校等における花育の実施 

 

① 取組内容 

生活のほとんどを室内で過ごすことの多い大都市 

圏の生活環境において、花きの普及を進めるべく、 

知識や体験の吸収が盛んな幼児・児童に向けた花 

育を広く行った。また、実施内容をより系統立て 

て普及できるよう、オリジナルの副読本を制作し 

た。 

 

② 取組による成果 

オリジナルの副読本制作と、実施児童への配布に 

より、生産者から消費者への花き流通の流れや、 

季節毎に生産される花の知識も伝える事が出来た。 

また、副読本に沿って指導を行うことで、講師に 

よる指導格差が生じにくい仕組みを持つ事ができ 

た。結果、都内全域の花き小売店が積極的に働き 

かける事ができ、実施数は１９６講座、実施人数 

は６，１８７名となった。 

 

③ 今後の取り組みと課題 

花育体験により、花きの魅力や素晴らしさに気づき、継続して実施する事

の重要性を感じ取っていただけた。実際に実施した 94％の施設において、

花育の継続を希望する声があがった。しかしながら、感想欄でのフリーア

ンサーの多くに、資金不足が挙げられるなど、継続的な実施に向けては課

題も多く残されている。 

 

  

 

・東京都花き振興協議会（東京都） 

・協議会構成団体 

東京都、東京都花卉園芸組合連合会、東京都生花商連合組合、（一社）日本

花き卸売市場協会、花き部仲卸組合、花き事業協同組合、（一社）日本生花

通信配達協会、（公社）日本フラワーデザイナー協会 
・主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施風景 

実施風景 
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（２） 脳機能障害者等の認知能力維持・改善を目的とした 

フラワーアレンジメント講習会の実施 

 

① 取組内容 

高齢化社会が進む中で、状況に即した花きの新た

な活用の場、需要拡大に向けた取組の検討は必須

の課題となっている。こうした中、脳機能の能力

維持や改善にフラワーアレンジメントが効果を

持つことを、花卉業界関係者のみならず介護施設

関係者等にも認知させることを目的として講演

会を開催した。  
 

② 取組による成果 

３回の講演会開催を通し、脳機能障害者等の認知能力維持改善効果のあるフラワ

ーアレンジメントの普及活動を行った。独立行政法人農業・食品産業技術総合研

究機構花き研究所主任研究員望月寛子博士の研究成果である、「脳」と「心」への

花の効用について、聴講した花き関係者ならびに福祉施設関係者へ、周知の足掛

かりを作ることが出来た。参加者総数は当初目標を上回る１４２名にのぼり、参

加者からは、実施に向けての質問がなされるなど、関心の高さがうかがえる結果

となった。 

 

③ 今後の取り組みと課題 

開催に向けて、農研機構が特許を取得するフラ

ワーアレンジメントキットを取り寄せたが、購

入先が限定されていることもあり、入手の方法

について課題が残った。また、より広く認知し

普及を進めるためには、協力機関を広げる必要

性があり、園芸福祉士などへの協力要請といっ

た働き掛けを、来期以降進めることとした。 

 

 

 
  
 

会場風景 

講演風景 
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・神奈川県花き・植木振興地域協議会 

・協議会構成団体 

（一社）神奈川県園芸協会、神奈川県花き園芸組合連合会、神奈川県植木生産組合

連合会、神奈川県花き卸売市場連合会、神奈川県花き生花小売商協同組合、日本ガ

ーデンセンター共同機構神奈川県支部、日本ハンギングバスケット協会神奈川県支

部、神奈川県（農業振興課、農業技術センター、フラワーセンター大船植物園）  
・主な取組 

  
  
（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 

・県花き展と同時開催で、県内各産地の花を使

ったフラワーディスプレイを地域の生産者が

作成し、花きの県内産地を PR し、生活への取

り入れ方を提案した。（５地区）  
・同じ会場で、県産花きを用いた、ビクトリ 

―ブーケコンテストを開催した。県花き展 

出品と同等の花材を用い、３０名の参加者 

 がビクトリーブーケ作成の腕を競った。 

また、来場者によるブーケの人気投票を 

実施した。作品は会場で展示後、近くの 

県庁舎内で引き続き展示した。 

上位３名の入賞者は、後日開催の神奈川県 

駅伝大会で授与されたブーケを作成した。 

② 取組による成果、来場者の反応 

・県内における花き生産を知っていた方が 85%
で（アンケート結果）、元々来場者は花きへの

関心は高いとはいえ、県内産地の PR ができ、

認知度は上がった。  
・ビクトリーブーケは当日会場で最も印象に残った展示になり（アンケート結果）、

実際の大会での授与と合わせ、花の魅力を伝えることができた。  
・今後生活に花を取り入れたい方が 97％で（アンケート結果）、花を生活に取り  

入れる動機付けとなったことを確認した。  
③今後の課題、取組の予定 

・県産花きの認知度を深める催しの企画、開催時期、場所について検討。  
 

フラワーディスプレイ 

フラワーディスプレイ 

ビクトリーブーケ 駅伝大会で授与 
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（２）学校・福祉施設での花育体験体験推進 

①取組内容 

• 高齢者福祉施設を対象とした園芸体験をモデ

ル事業として県内５施設で実施（平成 27 年  
10 月～平成 28 年２月）。  

• 講師は NPO 法人日本園芸療法研修会に依頼  
した。  

• 園芸体験では、1 回目に県産花苗を使った寄せ 
植えの鉢を作成。2 回目は鉢で育てた花を用  
いて押し花を作成。3 回目で押し花を使った  
作品を制作と、植物の成長過程に応じた体験  
を実施した。花材は実施福祉施設近隣の生産

者から調達した。 

②取組による成果、参加者の反応 

• 寄せ植え後の世話をした花を用い押し花、  
作品作りと一連の流れを通じて、花に対する

興味が持続し、花の世話等に積極的に行動す

るなど、参加者に対する好影響を介護支援者

への聞き取りから確認できた。  
• 施設として、今後も継続したい催しとしての実

施意向があり、近隣の生産者との関係を持続し

ている施設があるなど、花きの利用について可

能性を確認した。      
③今後の課題、取組の予定    

• 他の高齢者福祉施設にも対象施設を拡大するとともに、広い普及に向け  
 ての課題を整理・検討する。過去実施施設の次年度以降のフォロー。  
 
 
 
 
 
 
 
    園芸体験の様子（3 回目）           寄せ植えの作品  

 

 
園芸体験の様子（1 回目） 

 
園芸体験の様子（２回目） 
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（１）取組名 小学校での花育体験の実施 

①取組内容 

フラワーアレンジメント体験を通じ、花きの利用や魅力の理解浸透を図り、

花きの需要拡大を目的に、小学校での花育体験を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・花育体験実施校 ９校 

・花育体験人数  425 人 

 

②取組による成果、参加者の反応 

・アンケート調査で、「体験が楽しかった」や 
「またやってみたい」等の意見があり、活動 
を通し、子ども達は草花に対し興味をもち、 
花への理解や関心が大いに高まった。 

③今後の取組の予定 
 ・各市町村の教育委員会を通じて公募を行い、 

継続的に実施する予定。 
 

  
 

 

・山梨県花き振興協議会（山梨県） 

・協議会構成団体 

山梨県花き園芸組合連合会（生産者団体）、全国農業協同組合連合会山梨県

本部、(株)山梨園芸市場、(株)甲府中央花市場、山梨県生花商業協同組合（花

き小売り団体）、日本フラワーデザイナー協会山梨県支部（実需者）、(株)ハ

イジの村（県立フラワーセンター指定管理者）、山梨県農政部 

・主な取組 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  実施日 学校名 学年 人数 

1 平成 27 年 9 月 1 日（火） 南アルプス市立豊小学校 2 46 

2 平成 27 年 10 月 7 日（水） 大月市立初狩小学校 1 12 

3 平成 27 年 10 月 15 日（木） 山梨市立山梨小学校 6 46 

4 平成 27 年 10 月 16 日（金） 甲府市立千塚小学校 1 68 

5 平成 27 年 10 月 20 日（火） 山梨学院大学附属小学校 3 65 

6 平成 27 年 10 月 29 日（木） 甲州市立大藤小学校 全 66 

7 平成 27 年 11 月 17 日（火） 甲府市立北新小学校 4.5.6 15 

8 平成 27 年 11 月 19 日（木） 甲斐市立竜王小学校 4 77 

9 平成 27 年 11 月 25 日（水） 笛吹市立石和西小学校 4.5.6 30 

 

山梨学院附属小でのアレンジ体験 
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（２）取組名 やまなし花フェスタ 2015 の開催 
 ①取組内容 

  花きの魅力を発信し、花への関心を高め、本県花きの需要拡大を図ると

ともに、花き産業並びに花き文化の発展に資することを目的に開催。 

○開催期間 平成 27 年 11 月 20 日（金）～23 日（月・祝日） 
○内  容 

・県産花きを利用した装飾展示 
・花文化の展示（華道） 

県内高等学校の華道部員による生け花の展示を行い、文化交流の場

とした。（出品数：28 点） 
・講演会の開催（平成 27 年 11 月 23 日（月・祝日）2 回） 
演題：「花から始まる感動ストーリー」 
講師：「HANA イノベーション株式会社 代表取締役 近藤祐司」氏 
  

②取組による成果、参加者の反応 

  ４日間で来場者が延べ 8,736 人と盛況であった。 
来場者からは、「こんなに多くの種類の花が県内で生産されているとは

知らなかった」と県産花きのＰＲに繋がった。 
 

 ③今後の取組の予定 

  県産花きの更なる生産振興や消費拡大を図るため、県産花きの販売促進

に必要な資材等の導入支援や本県花きのニーズ調査等を実施するため、来

年度は花フェスタを実施せず、花育体験教室のみの実施とし、平成 29 年

度から花フェスタを再開する予定。 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県産花きを利用した装飾展示 華道部による生け花の展示 
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・長野県花きイノベーション推進協議会（長野県） 

・協議会構成団体 

長野県、全国農業協同組合連合会長野県本部、南信ハウスカーネーション組

合、長野県鉢花園芸組合、日本ばら切花協会長野県支部、長野県洋らん組

合、長野県生花商業協同組合、一般社団法人長野県原種センター 

・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１）生産技術向上支援 

①取組内容 

・グラジオラス主産県（茨城、鹿児島、長野）の連携による安定供給と需要

拡大を図るため、茨城県で開催された産地交流会に参加（10 月 7 日～8 日、

生産、流通等に係る専門家 5 名が参加）。 

・トルコギキョウ、コギクの産地間連携を検討するため、沖縄県との産地交

流会を開催（2 月 22 日～23 日、生産、流通等に係る専門家 3 名が参加）。 

 ②取組による成果 
・グラジオラスの球根確保や需要拡大に向けた課題の共有、産地間連携に向

けた情報交換を行うことができ、今後の方向付けができた。（2 年ごとに

各県持ち回り開催） 
・トルコギキョウ、コギクは、年間を通した実需者ニーズへの対応として、

冬期間の主力産地である沖縄県との生産連携について検討し、特に作付け

品種の検討を行った。 
③今後の取組予定 
・グラジオラスは、花き卸売市場において 3 県が連携した周年ﾘﾚｰ展示を実

施。 
・トルコギキョウ、コギクは、27 年度の品種検討結果を踏まえ、沖縄県と

の生産連携を引き続き推進。 
（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

 ①取組内容 

 ・長野県の首都圏情報発信拠点「銀座 NAGANO」において、親子フラワーア

レンジメント体験教室を開催（7 月～2 月にかけて 4 回開催、親子 52 組

116 名が参加） 

 ②取組による成果 

 ・アンケート調査結果では、97％の保護者

の方から子供の花への関心が高まったと

の回答があり、効果的に花育活動を行う

ことができた。 

 ③今後の課題 

 ・継続的に花育体験を行うことができる仕

組みづくり（予算確保） 親子フラワーアレンジメント体験 

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 

 

 

・ふじのくに花の都しずおか推進協議会（静岡県） 

・協議会構成団体 

静岡県、静岡県花卉園芸組合連合会、静岡県鉢物生産振興会、静岡県花き新

品種育成研究会、静岡県花き市場連合会、ＮＰＯ法人花咲くしずおかフラワー

ネットワーク会議、静岡県花の会連合会、静岡県華道連盟 
・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 

花の文化の継承や花のある豊かな暮らしを提案するため、ふじのくに花

の都しずおかフェア 2016 を実施した。 

≪概要≫ 

開催日:平成 28 年２月 20 日（土）・21 日（日）各日 10:00～16:00 

会 場 :ツインメッセ静岡北大展示場（静岡市駿河区） 

 ≪主な内容≫ 

 ・花のある暮らし提案展示 

消費者の購入時の目安となるようなフラワーカラー別・価格別に制作

した花束・アレンジの展示及び、新しい花の利用方法の提案として、ブ

ライダルブーケ、フローラルアクセサリーを展示した。 

  ・しずおか花セレクション 2016 いけばなコンテスト 

今年おすすめの花「しずおか花セレクション 2016」選定品のガーベラ

（12 品種）、バラ（９品種）を使用したいけばな作品の展示及び来場者

人気投票によるコンテストを実施した。 

  ・フラワーデモンストレーション 

    高校華道部生徒によるいけばなデモンストレーション、フローリスト

とクリエイターのユニットによるフラワーアレンジデモンストレーショ

ン等を実施した。 

・和の食文化と花のコラボレーション装飾 

伝統的な和の食文化（伝統食、行事食等）の展示と花のコラボレーシ

ョン装飾による花文化の提案展示を実施した。 

 

      

カラー別・価格別展示                       高校華道部生徒によるデモンストレーション  
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 ②取組による成果、参加者の反応 

２日間で約 45,000 人が来場した（「ふじのくに食の都の祭典」と同時開

催）。アンケートの結果、約 9 割が満足と回答し、来場者の花文化や花のあ

る暮らしに関する理解向上が図られた。 

   

③今後の課題、取組の予定 

来場者の半数以上が 60 歳以上で、若年層への花の利用や消費の働きかけ

が必要であることから平成 28 年度は高校生等を対象とした企画を検討す

る。 

 

（２）企業や介護施設における花と緑の活用推進 

①取組内容 

暮らしの様々な場面での花と緑の活用を推進するた 

め、ふじのくに花の都しずおか・花緑コンクールを実 

施した。 

  コンクールの受賞者は、平成 28 年１月 15 日(金)開 

催の県民大会において表彰するとともに、優良事例集 

(5,000 部)としてとりまとめた。 

≪概要≫ 

部 門：Ⅰ 花を取り入れた生活の提案部門 

① 企業・オフィスの部  

② 飲食店・宿泊施設の部 ③病院・福祉施設の部 

      Ⅱ 花と緑にあふれた美しい地域づくりの部門 

④ 学校花壇の部 ⑤地域花壇の部 ⑥オープンガーデンの部 

募 集：平成 27 年５月 27 日（金）から 11 月５日（金） 

審 査：平成 27 年 11 月 26 日（木） 

応 募：124 点（①４点、②３点、③10 点、④24 点、⑤65 点、⑥18 点） 

受 賞：各部から最優秀賞１点、優秀賞１～２点、優良賞１～３点  

計 31 点(静岡県知事賞) 

   審査員特別賞２点(④学校花壇の部、⑤地域花壇の部) 

 

②取組による成果、参加者の反応 

  県民大会にコンクール受賞者をはじめとする 

318 名が参加した。表彰式と併せてコンクール 

応募写真の掲示、塚本こなみ氏（浜松市花みど 

り振興財団理事長）による講演「花緑のもつ魅 

力と感動を与える公園づくり」により、参加者 

等の今後の取組に対する意欲向上が図られた。 

   

③今後の課題、取組の予定 

 平成 26 年度に新設した、事業所を対象とした「Ⅰ花を取り入れた生活の

提案部門」の充実を図るため、平成 28 年度は「花のある職場」づくりに取

り組む県内企業・団体等を登録・ＰＲする事業を実施し、花と緑の活用す

る企業等の掘り起こしを行う。 

 

 

作成した優良事例集 

 
県民大会 講演の様子 


