
平成 28年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

・北海道花き振興協議会（北海道） 

・協議会構成団体 

北海道花き生産連合会、北海道鉢花生産組合、北海道ばら研究会、ホクレン

農業協同組合連合会、北海道農業協同組合中央会、北海道芝生生産者協同組合

連合会、㈱札幌花き地方卸売市場、日本花き卸売市場協会北海道支所、札幌花

き園芸㈱、はまなす花き㈱、北海道植物㈱、（一社）全国花卸協会東北・北海

道ブロック札幌支部、北海道生花商協同組合、北海道フラワーガーデン協会、

北海道園芸商同友会、日本ハンギングバスケット協会北海道支部、北海道 

・主な取組 

 （１）花文化の展示 

 ①取組内容 

 ・道産花きの主要品目展示や、ばら・カーネーションの品種紹介などにより

道産花きの魅力を発信する「北海道 BEST FLOWER COLLECTION 2016」を   

８月 27 日～28 日に札幌駅前通地下歩行空間において開催（延べ 12,000 人

来場）。 

 ②取組による成果 

 ・道産花きの品質の良さや種類の豊富さをＰＲすると 

ともに、誕生日や結婚などさまざまな場面に合わせた

フラワーアレンジメントの提案を行うなど内容を 

充実し、前年度を上回る来場者に道産花きをＰＲする

ことが出来た。 

 ③今後の取組の予定 

 ・来場者アンケートにて、「照明が暗い」「一部の花の

解説が見えにくい」という意見があったので、展示内

容や方法を検討し、より多くの来場者に効果的に道産

花きのＰＲを図る。 

（２）学校・福祉施設等での花育体験 

①取組内容 

・道内 19 箇所において、主に小学生以下の親子を対象

にアレンジメント体験及び花きの産地や花の手入れ

方法などについての講習を開催（延べ 1,951 名参加）。 

②取組による成果 

・参加者アンケートからは、「楽しかった」「またやり

たい」「自分でも作りたくなった」等の意見があり、

花への興味や関心が深まった。 

③今後の取組の予定 

・参加者アンケートにて、「子供には難しい説明もあっ

た」という意見があったので、説明を工夫し花育の効

果的実施を図る。 
アレンジメントの様子 

｢北海道 BEST FLOWER 

COLLECTION 2016｣ 
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・青森県花のくにづくり推進協議会（青森県） 

・協議会構成団体 

ＪＡ全農あおもり県本部、(株)青森花卉等県内５花き市場、花キューピット

協同組合青森支部、フジテレビフラワーネット加盟店会青森県支部、日本フ

ラワーデザイナー協会青森県支部等花装飾３団体、（地独）青森県産業技術

センター農林総合研究所、青森市農業振興センター、八戸市農業経営振興セ

ンター、青森県農林水産部農産園芸課  

・主な取組 

（１）広域連携による花き加工流通の実証 

 ①取組内容  

・花き生産者の所得向上を目的に、下位等級や規格外の切り花を花束加工用

として流通・販売させるための体制構築に向け、花束加工への適性試験

と県内外の流通・販売実証試験を実施した。 

 ②取組による成果  

・花束加工への適性試験  

下位等級品や規格外品のため、咲き具合

に多少のバラツキが見られたものの、花束

加工用として十分使用可能と判断された。  

・県内外での流通・販売実証試験  

生産者が調整した花材を使用した花束価

格では、県内消費者には割高に受け止めら

れ、売れ行きが鈍く、販売価格を下げる必

要があった。一方、県外では、実証した生花店の商品単価が全体的に高め

だったことから、消費意識に問題は認められなかった。 

 ③今後の課題、取組の予定  

・下位等級品や規格外品の流通・販売は、取扱可能な生花店を選ぶ必要があ

り、出荷先での市場調査が前提と考えられた。 

・県内のように商品価格の面で折り合わないこともあることから、花束加工

用の生産方法を検討する必要がある。 

 

（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  

・「あおもりフラワーフェスティバル 2016」（平成 28 年 7 月 23～24 日）に

おいて国産花きの展示、弘前市場祭り（平成 28 年 11 月 27 日）において

フラワーアレンジメントの製作過程のデモンストレーションを実施した。 

製作した花束（試作品） 



 

 

・津軽海峡交流圏「大農林水産祭」（平成 28 年

11 月 12～13 日）において、様々なデザイン

のブーケやテーブル飾花などを紹介した。 

②取組による成果、参加者の反応  

・暮らしを彩るフラワーアレンジの作り方や

様々なデザインのブライダルブーケや花束

を紹介することによって、来場者に様々な

場面での花きの使い方や飾り方を提案する

ことができた。 

③今後の取組の予定 

・展示テーマやデモンストレーション内容を工夫し、新たな消費スタイルの

提案を心がけ、県内花き消費が上向くよう次年度も継続して実施する。  

 

（３）学校・福祉施設等での花育体験推進 

 ①取組内容  

・日常的に花に接する機会を創出するため、県内の幼稚園、小・中学校及び

老人福祉施設において花壇づくりや寄せ植え教室、フラワーアレンジメン

ト教室を開催した（開催回数 31 回、参加人数 851 人）。 

②参加者の反応  

・幼稚園、小・中学校では、花を触ることが

初めての子供も講師の話を熱心に聞きなが

ら取り組み、花の名前などに興味を持ち、

花に対する親しみを感じている様子が見受

けられた。 

・老人福祉施設では、指が不自由で体験でき

ない利用者が他の利用者にアドバイスする

ことで満足感を得たり、認知症の利用者が

体験を通じて普段よりいきいきするなど、

利用者間のコミュニケーションが図られ、

リハビリテーションの効果が確認できたと

利用者や職員から好評であった。  

③今後の取組の予定  

・花を身近に感じ、日常的に飾る意識を県民

に根付かせるため、対象施設や対象者を変

更するなど新たな体験者を増やし、花育・

園芸福祉体験を通じて花に親しむ環境を今

後も継続して提供していく。  

様々なデザインのブライダル

ブーケ等を紹介 

幼稚園児対象の寄せ植え体験 

小学生対象のフラワーアレン

ジメント体験 
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・いわて花と緑の普及協議会（岩手県） 

・協議会構成団体 

岩手県農林水産部、八幡平市花き研究開発センター、全国農業協同組合連合

会岩手県本部、㈱盛岡生花地方卸売市場、岩手県花卉商組合、（公社）日本

フラワーデザイナー協会岩手県支部、花キューピット協同組合岩手支部、フ

ラワーネット岩手県支部、NPO 法人 Green Fields 

・主な取組 

 （１）フラワーコンテスト、花文化展示等の開催 

①取組内容 

希望郷いわて国体、いわて大会が岩手県で開催され

たことから、県産花きをＰＲする絶好の機会と捉え、

県内外の消費者へのＰＲに取り組んだ。 

・交通要所を活用した県産花きＰＲブースの設置 

 （平成 28 年９月 29 日～10 月 24 日） 

・国体開会式会場での県産花きブーケによるＰＲ 

 （平成 28 年 10 月１日、りんどう花束） 

②取組による成果 

・県産花きを広く知ってもらうとともに国体で来県した選手等を歓迎するお

もてなしとなった。 

 ・ＰＲ活動で実施したアンケート調査では、99％の方がりんどうを普段使い

（自宅飾花用等）に購入したいと回答。 

③今後の取組の予定 

 県内外の消費者等に対し、イベント等の開催で本県の主要花きであるりん

どうを中心とした「いわての花」のＰＲ活動を実施する予定。 

（２）花育体験の実施 

 ①取組内容  

  ・国体の開催を契機に、いわての花を広く知っていただくとともに花と触  

れ合う機会を創出するため、国体選手に贈るブーケ等の作成に取り組んだ。 

市町村・競技名 期日・内容 

平泉町 
(パワーリフティング、 
インディアカ) 

平成 28 年９月９日、10 月７日 
ブーケ作成 
平泉小６年（60 名、150 個） 
長島小５･６年（34 名、150 個） 

一戸町 
(なぎなた) 

平成 28 年９月 30 日 
フラワーアレンジメント作成 
放課後子ども教室（28 名、50 個） 

滝沢市 
（サッカー女子） 

平成 28 年 10 月４日 
ブーケ作成 
市民公募（25 名、50 個） 

②取組による成果  

  ・アンケート結果では、「今後も花と触れ合う機会を希望する」と回答した

子どもが 75％であった。また、花を飾った経験のある子どもが少なく、花と

触れ合う機会の創出につながった。さらに、国体選手から感謝の寄せ書きを

もらうなど、選手の力となる取組となった。  

 ③今後の課題  

  ・引き続き、若年層を中心に花と触れ合う機会を創出する花育活動を実施し、

需要の拡大を図る。  

ＪＲ駅でのＰＲブース  

花育体験の様子  

選手に寄贈した  

アレンジメント  
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（１）花文化展示（フラワーフェスティバル、フラワーバレンタイン他） 

①取組内容 

消費者に対する県産花きの認知度向上と消費拡大、花文化に関する意識

啓発のため、平成 29 年２月４日から 12 日にかけて、仙台市内４会場で「フ

ラワーフェスティバル 2017 百花繚乱」を開催した。メインとなるイベン

ト（２月 11 日に仙台市情報・産業プラザ「アエル」で開催）では、県産

花き展示やアレンジメントの体験コーナーなどのブースを展開し、花束づ

くりの実演「出張街角花屋さん」や花にまつわるトークショーなどのステ

ージイベントを行った。 

また、新たな物日の定着に向け、11 月には、いい夫婦の日に向けて男性

から女性に花を贈る習慣を提案する「フラワーウォーク」を実施したほか、

２月には、フラワーバレンタインのＰＲ展示を行った。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②取組による成果 

 「百花繚乱」のメインイベントには約 1,000 人が来場し、様々な客層・

年齢層に花きの魅力を訴求できた。フラワーバレンタインやいい夫婦の日

についても、継続してＰＲを行ってきた事で、消費者の関心・認知度が高

まっている。 

③今後の取組 

 一般消費者を対象に、意識啓発に向けた各種イベントの開催を継続する

とともに、公共施設への花きの展示等を通じて、日常に花のある暮らしを

提案する取組を行う。 

 

（２）花育教室 

①取組内容 

子ども達に花や緑に親しむ機会を提供するとともに地域とのつながりを

深めるため、県内の小学校及び児童館あわせて５か所で、８月～３月に延

べ 16 回にわたり、花壇づくり等を行う「花育教室」を開催した。また、 

 

 

 

 

・宮城県花と緑普及促進協議会（宮城県） 

・協議会構成団体 

宮城県、仙台市、全国農業協同組合連合会宮城県本部、宮城県園芸協会、宮城

県花卉商業協同組合、仙台中央卸売市場花卉仲卸協同組合、仙台生花株式会社、

株式会社仙花、株式会社石巻花卉園芸、  

・主な取組 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「出張街角花屋さん in アエル」 
 

「フラワーウォーク」（県庁ロビーで花を販売） 



 

 

 

 

 

 

 

 

11 月に「花育移動教室」としてバスツアーを実施。切り花及び鉢花生産ほ

場の見学、切り花収穫体験、アレンジメント体験を内容とするツアーを登

米地域及び県南地域の２コース実施した。 

   

 

 

 

 

 

 

 

②取組による成果 

  花育教室には延べ 420 人の児童が参加した。１か所につき年間を通じ３

～４回実施したことで、花の育つ過程や季節ごとの管理など、より深い学

習につながったほか、事業終了後も講師を務めた生産者と独自に交流が続

くなど、地域に密着した継続的な取組となっている。 

 バスツアーには、それぞれのコースに県内小学生親子 20 組ずつが参加

し、「県内で生産されている花について理解が深まった」、「生産者と交

流でき、感謝の気持ちが生まれた」等の感想が寄せられた。 

③今後の取組 

 花育教室・バスツアーとも応募多数により抽選としている状況であり、

より多くの学校・児童館・親子に機会を提供するため、取組を継続する。 

 

（３）園芸資材リサイクルシステムの検討・実証 

①取組内容 

環境負荷の低減と生産コストの削減を目的として、通常使い捨てとなっ

ている園芸用トレーを生産者が回収・再利用するシステムを検討・実証し

た。代表の生産者が市場など出荷先で発生した使用済みトレーを回収し、

グループの生産者（希望者）へ配布する流れで、６～７月、11～12 月の二

期にわたり、トレーの回収枚数、回収・再配布にかかる時間を記録した。 

②取組による成果、参加者の反応 

二期合計で 32 回の回収作業を行い、約 10，000 枚を回収、約 6，000 枚

を再配布した。試算によると、トレーの再使用にかかる経費は、購入する

場合よりもかなり低く抑えられる可能性が高く、所要時間についても、ト

レーの配布先との位置関係や、市場における保管の場所・方法を改善する

ことで短縮が見込めると考えられた。市場関係者からも、市場におけるト

レーの処分コストが抑えられる可能性があると期待の声が寄せられた。 

③今後の取組 

 市場（管理部門、卸、仲卸など）と生産者が一体となった取組として、

専門家による助言指導を交えながらより深い検討・実証を行う。 

 

「花育教室」デザイン花壇の植え付け  
 

「花育移動教室バスツアー」シクラメンほ場見

学 
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・秋田県花きイノベーション推進協議会（秋田県） 

・協議会構成団体 

秋田生花株式会社、秋田県花き生産者連絡協議会、秋田県花卉小売商業協同

組合、秋田県花いっぱい運動の会、全農秋田県本部、一般社団法人秋田県農

業会議、秋田県農林水産部  

・主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

（１）産地間栽培出荷連携調査 

①取組内容 

秋田県が開発した「ＮＡＭＡＨＡＧＥダリ

ア」シリーズを全国的ブランドにするために

は、実需者に年間を通して安定供給できる仕組

みづくりが必要である。そこで、本県産が品薄

となる冬から秋に出荷できる宮崎県とリレー

出荷の取組を開始し、宮崎県での現地試験や、

両県合同の現地検討会を開催した（11月～３

月、延べ27名）。 

②取組による成果 

宮崎県での現地試験や現地検討会を開催することで、品種特性や栽培方

法について情報共有することができた。また、宮崎県から大田市場に向け

て試験出荷をすることができた。 

③今後の取組の予定 

次年度以降も、引き続き現地試験や現地検討会を開催するほか、大田市

場で合同ＰＲを実施し、本格的なリレー出荷を開始する。 

 

（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

 ①取組内容 

小学生親子を対象とした寄せ植え体験講座

（平成28年７月31日、33組72名）、小学生を対

象とした保護者に感謝する花束づくり（平成29

年３月14日、89名）、農業高校生を対象とした

フラワーアレンジメント講座（平成28年11月19

日、12名）を実施した。 

②取組による成果  

小学生向けの講座では、日頃草花に触れる機会の少ない児童が多く参加

し、講座を通じて花きへの熱意が高まり、またアレンジを作りたい、花屋

に行ってみたいとの感想も出された。高校生向けの講座では、講師の指導

により、一層花きへの関心が高まったとの意見が出された。 

③今後の課題、取組の予定 

小学生を対象とした講座は、花きに興味を持ってもらう有効な手段と考

えられるので、引き続き小学生親子や小学生向けの講座を開催することと

し、新たな取組として、地域住民が集う場所での花壇づくり等を実施する。 

高校生のフラワーアレンジメント  

 

ＮＡＭＡＨＡＧＥダリア現地検討会  
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・山形県花き振興協議会

・協議会構成団体

山形県 JA 園芸振興協議会花き部会、庄内花き生産組織連絡協議会 

日本ばら切花協会山形県支部、山形県鉢物協議会、山形県花木生産者協議会 

山形県りんどう生産研究会、山形県トルコぎきょう研究会、 

山形生花地方卸売市場、山形県生花商組合連合、山形県 

・主な取組

（１）生産技術交流

①取組内容

・本県の置賜地域で生産されているダリア「幸せの花

嫁」は、「川西ダリヤ園」で育成されたオリジナル

品種で、サーモンピンク色のボール咲きの日持ちが

良いのが特長であるが、露地栽培のため出荷時期が

９～10 月と短く、出荷量も少ないことから、品種

の知名度が低い。

・このため、取引のある福岡花市場と連携し、出荷競合の少ない福岡県JA南

筑後生産部会とのリレー出荷により、11～５月の出荷時期の拡大による知

名度向上を目指すこととし、以下の取組を実施した。

ア 現地検討会（平成 28 年７月 26 日、福岡花市場担当者、本県生産者、関

係機関など 11 名参加、川西町現地ほ場）

福岡県の福岡花市場より担当者が来県し、JA 南筑後に提供する「幸

せの花嫁」の苗の生育状況、切り花生産の状況を確認した。 

イ 出荷検討会（平成 28 年８月 31 日、両県生産者、

福岡花市場担当者、関係機関など 12 名参加、

福岡花市場）

福岡花市場に赴き、サンプル品により JA 南

筑後の生産者との意見交換を行うとともに、送

付した苗の生育状況を確認し、栽培技術の交流

を行った。 

②取組による成果

・提供した苗 350 株は順調に生育し、11 月～５月までに 3,500 本が福岡花市

場に出荷された。JA 南筑後～出荷されたことにより、長期的に「幸せの花

嫁」が出荷されることになり、市場での評価は好評で、JA 山形おきたまへ

の注文も増えた。

③今後の取組の予定

・平成 29 年度からは、知名度と市場評価の向上を目指して、「幸せの花嫁」

に加え、他の「川西町ダリヤ園」育成品種の苗供給も行い、両産地が連携

して栽培に取り組む予定である。

▲オリジナル品種「幸せの花嫁」

▲福岡での検討会の様子



（２）花文化展示会の開催

①取組内容

・山形市内の来場者が多い公共施設等において、花き活用の促進や生け花等

の伝統の継承、フラワーアレンジメントの普及により山形県産等花きの需

要拡大を図るため、花文化展示会を開催した。

開催日時と場所、主な県産花材

開催日  場 所 主な県産花材  

６月９日～７月 11 日 紅の蔵 紅花、ひまわり  

７月９日～７月 10 日 

【高瀬紅花まつり】 

山形高瀬紅花 

ふれあいセンター 
紅花、デルフィニウム  

８月３日～８月５日 

【学校事務職員研究大会】  

山形国際交流 

プラザ 
紅花 

９月 14 日～10 月 3 日 紅の蔵 オリエンタルユリ、ダリア

10 月 2 日 

【山形まるごとマラソン】  

山形市総合スポーツ

センター
トルコぎきょう、紅花

10月 19日～11月９日 紅の蔵 
オリエンタルユリ、

スプレイストック

１月５日～２月 28 日 紅の蔵 啓翁桜 

２月 17日～３月 12日 山形まなび館  啓翁桜、ストック  

※ 紅の蔵：旬産旬食をテーマとした農産物の直売、イベントの開催など街

なか観光の拠点。かつての紅花商人長谷川家の蔵屋敷を活用。 

山形まなび館：昭和２年に建設された山形市第一小学校旧校舎を活用し

た中心市街地の「観光」、「交流」、「学び」の拠点。 

②取組による成果

・全施設の来場者数は、47，000 人で、県内外の観光客に県産花きのＰＲが

図られた。

③今後の取組の予定

・平成 29 年度においては、市内小学校への季節の花の展示により県産花き

のＰＲを行うとともに、日常的な花の利活用の提案により花の需要拡大を

図る。

▲ダリアを使った飾花（9/14～10/3）  ▲紅花を使った飾花（6/9～7/11）  



（メニュー名）  

（３）産地における切り花輸出対策の実証

①取組内容

・本県の主力品目であるりんどうは、多様な品種・系統があることから様々

な用途に活用できる品目であり、昨年度、韓国での需要調査、試験輸出

の結果、好評価が得られた。このため、輸出時に最も問題となる病害虫

対策（薬剤、処理時期）、品質保持剤の検討を行い、韓国及び香港・ド

バイ等への試験輸出を実施した。

ア 防除薬剤、品質保持剤の検討

りんどうの輸出に向け、主要害虫であるアザミウマ、オオタバコガ

の防徐に有効な薬剤の選定と鮮度保持剤を使用した観賞期間の延長

効果について検討を行った。

イ 試験輸出の実施

 韓国及び香港、ドバイ、インドネシアに向け、10 月にサンプルを提

供するとともに試験輸出を行った。 

ウ りんどう輸出検討結果報告会の開催

 山形県りんどう研究会の研修会(平成 29 年２月 23 日、生産者・関

係機関等 30名出席)において、試験輸出の実証結果について報告した。 

②取組による成果

・７～９月を中心に発生が多発する主要害虫の

アザミウマとオオタバコガについて、防除薬

剤を選定した（アザミウマ:３剤、オオタバコ

ガ:２剤）。 

・ササ系の親を持つ「ハイネススカブラ」を供

試し、ＳＴＳ（チオ硫酸銀錯塩）を含む薬剤

を使用して鮮度保持調査を行ったが、観賞期

間の延長効果は確認できなかった。

・輸出先進県の出荷が少ない韓国を主な相手国

と想定したが、検疫が厳しく今回選定した薬

剤を使用しても、害虫発生の多い時期の対応

は困難であった。

・報告会では、今後、香港などの既にりんどう

の輸出が行われている国で有利に販売してい

くためには、山形県で育成したハイネスシリ

ーズなどのオリジナル性のある品種の輸出を

検討していく必要があるとの意見がだされた。

③今後の取組の予定

・輸出の際には、相手国の検疫への対応や他産地との競合等の課題がある

が、市場等と連携し、今後も輸出の可能性を検討していく予定である。

▲りんどう研究会での報告の様子 

▲試験輸出したりんどう



平成 28年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

・福島県花き振興協議会（福島県） 

・協議会構成団体 

株式会社福島花き、株式会社あいづ園芸（卸売業者）、福島花卉商業協同組

合（花き小売業者組織）、福島県鉢花生産者協議会、ＪＡ全農福島園芸部（生

産者組織等）、福島県農林水産部園芸課（行政）  

・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 

児童の豊かな人間性を育むため、県産花きを活用し、花を育てる機会を

提供することで、花と緑に親しみ、心のやさしさや豊かさを醸成するこ

とを目的に開催している。 

平成28年度も県内の小学生及び幼稚園生を対象に、全26回開催し、計

1,206名の参加者があった。県産花きの知識やいけばなの由来と四季の行

事についての講義と、県産花きを活用したいけばなやフラワーアレンジメ

ント体験を行った。 

②取組による成果、参加者の反応 

 子供たちは花に親しみ、楽しみながら自分だ

けの作品を作り上げていた。また、花の知識の

みならず、花関連の仕事について学ぶ機会とな

った。アンケート結果では生徒や保護者から

「やさしい気持ちになる」、「これからは家に

花を飾りたい」等の声が聞かれた。 

③今後の課題、取組の予定 

 徐々に実施地域は拡大しており、平成29年度はさらに、回数、地域を増

やして実施できるよう調整するとともに、効果分析を行う。 

 

（２）シンポジウム・講演会「花き講演会（宿根かすみそう）」の開催 

 ①取組内容 

 夏秋期シェアトップの宿根かすみそうにおいて、多様なニーズに対応で

きる産地づくりを進めていくことを目的に開催。 

 平成28年11月18日に県内の宿根かすみそう生

産者、栽培希望者、関係機関・団体等約80名を

対象に、宇田花づくり研究所（兵庫県）の代表

の講演とＪＡ会津よつばかすみ草専門部会の部

会長から事例発表をいただいた。 

 ②取組による成果、参加者の反応 

 宇田氏からは「強い花き生産者になるには！ 

～これからの福島県のかすみそう栽培に期待すること～」と題し、講演し

ていただき、カスミソウの弱点とその克服に向けたヒントを得た。 

 出席者からは「データに基づいており理論的かつ、わかりやすかった」

等の反応があった。 

 ③今後の課題、取組の予定 

 講演会を通して、かすみそう生産の課題が明確となったことから、今後

のかすみそう振興の施策等へ繋げていく。 

県育成品種△△  

フラワーアレンジメントの様子 

花き講演会の様子 


