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・新潟県県花き振興協議会（新潟県） 

・協議会構成団体 

 新潟県花き球根振興協議会、  

(株)新植（卸売市場）、(株)新花（卸売市場）、新潟県鉢花生産組合、  

新潟県園芸商協会、新潟県グリーンサービス協会、  

JA全農新潟県本部、県内農協、花き生産者（約20名）  

・主な取組 

  
（１）新たな花きの活用方法の提案（ビクトリーブーケ普及・啓発事業） 

 

①取組内容 

・県内で開催される大規模なスポーツ大会等において、入賞者に授与されるビ

クトリーブーケのＰＲを行い、ビクトリーブーケ及び県産花きの普及・消費

拡大を図った。 

・対象のイベントは、県内で行われる知名度が高く情報発信力の高い大会であ

ること、マスメディアへの露出が期待でき、話題性が高いと予想されること、

入賞者数が多く多様な年齢層へのＰＲが可能なこと等を考慮し、新潟シティ

マラソン 2016（平成 28 年 10 月９日（金）新潟市陸上競技場、参加ランナ

ー数約 12,000 名）とした。 

・取組内容入賞者用ビクトリーブーケ 72 束(１～３位×24 部門の入賞者協力

によるＰＲ)、記念撮影ブースの設置及び撮影用ビクトリーブーケの貸し出し

を行った。  

 

②取組による成果、参加者の反応 

・表彰式で「新潟県花き振興協議会より入賞者へビクトリーブーケを贈呈」と

アナウンス（１～３位×24 部門＝72 回会場内に放送） 

・写真撮影ブースは、レースを終えたランナー及び家族により終始盛況 

・撮影者等による情報のインターネット拡散（Facebook 等） 

 

③今後の課題、取組の予定 

・実需者と一体となったＰＲによる需要拡大を図り、事業継続 
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・富山フラワーネットワーク（富山県） 

・協議会構成団体 

富山県花き生産者協議会、富山県花卉球根農業協同組合、（株）富山中央花き園芸、  

富山県花き仲卸組合、全国農業協同組合連合会富山県本部、富山花き商業協同組合、  

（一社）JFTD 富山支部、（公社）ＮＦＤ富山県支部、富山県華道連合会、 

（公財）花と緑の銀行、富山県  

・主な取組 

（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 

「2016 フラワーフェスタ in とやま（平成 28 年 10 月 15 日）」 

ハロウィンをテーマに花のあるライフスタイルを提案するイベントを開催。

高品質な県産花きの認知度を高めるとともに、新たな「花」の楽しみ方を

提案し、需要の喚起を図った。 
 

・花をふんだんに使ったヘアーデザインや花に包まれたドレスによる 

ファッションショー（県内の美容専門学校：共催） 

 

 

 

 

 

 

 

ヘアーデザインのデモンストレーション   花に囲まれたファッションショー 

  
・富山市内の園児が書いた「秋・ハロウィン」をテーマにした絵をもとに、県

内小売店（（一社）JFTD 富山支部）が作成したアレンジメント作品を展示 

・「愛妻の日」「誕生日」等に贈る花をテーマに県内小売店（富山花き商業協同

組合）が作成したアレンジメント作品を提案 
 
・高品質な県産花きを活用した「草花の寄せ植え」「いけばな」「フラワーアレ

ンジメント」体験教室  

 

 

 

 

 

 

 
富山県花き生産者協議会青年部  (公社)NFD 富山県支部    富山県華道連合会による 

による草花の寄せ植え教室    によるﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ体験教室 いけばな体験教室 

http://www.t-chuou-kaki.com/flower/%e3%80%8c%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%96%e3%81%a8%e3%82%84%e3%81%be%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%82%bf%e2%85%a2%e3%80%8d%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%82/attachment/g3/
http://www.t-chuou-kaki.com/flower/%e3%80%8c%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%96%e3%81%a8%e3%82%84%e3%81%be%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%82%bf%e2%85%a2%e3%80%8d%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%82/attachment/g2/
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小学校でのフラワーアレンジメン
ト教室（上） 
保育園でのチューリップ植付け体
験（下） 

 

 

 

②取り組みによる成果・参加者の反応 

来場者は約 4，800 人。「仮装」で参加する来場者もあり、「ハロウィン」

を新たな「物日」として花と触れ合う楽しみ方を感じてもらった。 

また、花をあしらったヘアーデザインのファッションショーは、来場者の

みならず、協力いただいた美容専門学校生からも「花の新たな利用法」とし

て高く評価をいただいた。 

③今後の課題、取組の予定 

花き関係団体間の連携をさらに強化するとともに、他業種とのイベントコラ

ボレーションにより、新たな消費者層を掘り起こし、需要の喚起を図る「物日」

創出イベントとして、内容の充実を図る。  

また、イベント参加者や近隣の生花店にアンケートを実施し、効果検証する。 

 

（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容：小学生等を対象とした 

いけばな・フラワーアレンジメント 

チューリップ球根植付け体験  

【実施時期】 

平成 28 年 7 月 9 日～平成 29 年 3 月 21 日 

【実施回数】 

フラワーアレンジメント 53 教室，いけばな 1     

教室, チューリップ球根植付け 1 教室 

【参加人数】延べ 1,655 人 

より多くの子供達に「花育」を広げるため、当

ネットワークを窓口として保育・幼稚園の年長児

から小学生を対象とした「出張出前教室」の参加

校を募集。可能な限り応募校の近隣にある小売店が運営を担当し、花育活動を

地域に根づかせる活動を展開した。 

②取り組みによる成果・参加者の反応 

参加校の担当者を対象としたアンケートの結果（回答率 85％）より、「子ど

も達が楽しんで参加した」等の意見の他に、「講師（近隣の生花店）の指導が

よく、お店にも行ってみようかと話している保護者もいた」、「身近な花屋さ

んで親しみがもてた」等、教職員・保護者からも高く評価されていた。また、

同アンケート結果より、実費負担してでも花育活動を継続（70％）したいとの

要望があり、その負担金額としては 500 円まで（うち 48%）が最も多かった。 

○参加校担当者の意見（アンケート抜粋） 

・子ども達にも一緒に見守っている私たちにもいろいろな発見があった。花が身近なものになり、また

花屋さんという仕事も理解でき、プレゼントしたと時に喜ぶ相手（母）に嬉しさを感じ、感情が豊か

になったと思います。 

・家でも自分でアレンジした子や図鑑で使用した花を調べていた子もいて、良い思い出となりました。 

http://www.t-chuou-kaki.com/cms/wp-content/uploads/2016/11/o-11.jpg
http://www.t-chuou-kaki.com/cms/wp-content/uploads/2016/11/o-11.jpg
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・子ども達はもちろん、参加した保護者の方も、フラワーアレンジメントにはまってしまった（父親）

と喜んでいた。 

○参加者（小学生）の意見 

・2 年生：家に持って帰ってお母さんたちにみせると「すごいね。」と言ってくれてうれしかったで

す。すぐに玄関にかざりました。またつくってみたいです。 

・3 年生：学習発表会で飾ることになったので、真剣につくりました。テレビで生け花の番組をやっ

ていたので、ぼくもやりたいなと思っていました。することができてよかったです。もうちょっとう

まくなりたいです。 

・6 年生：富山県で育てられた花たちを使ってアレンジしました。とても楽しかったので、花器を持

ち帰って、新しい花を買ってまた生けたいです。 

 

③今後の課題、取組の予定 

地元小売店を中心に体験教室を運営（保育士や教職員にサポート協力を依

頼）いただき、地域と連携した「花育」活動を根づかせる。 

また、参加した子供の保護者や担当した小売店にアンケートを実施し、花育

活動の効果を検証するとともに、参加者が地元小売店のリピーターとなるため

の取組みを検討する。 
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・石川県花き振興協議会（石川県） 

・協議会構成団体 

石川県農林水産部、全農いしかわ、金沢総合花き(株)、(株)金沢花市場、石川

県花商事業協同組合､金沢公設花き小売商組合､石川県生花小売商協同組合、北

陸園芸商組合、一般社団法人ＪＦＴＤ石川支部、公益社団法人日本フラワーデ

ザイナー協会石川県支部、石川県花き園芸協会  

・主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）花文化展示会の開催 

①取組内容 

・目的：花き流通関係者や生産者が協力し、花き文化の発展、新たな花き
需要の拡大に資するため、金沢マラソン 2016 における花文化展示
会に取り組む。 

 
・実施時期：平成 28 年 10 月 22 日（土）～23 日（日） 
 

・内容、対象者 

金沢マラソンに訪れる人(約 13,000 人)へのおもてなしの花として、

園児・児童（８園１校、353 人）に 180 個のプランターを植えてもら

い、そのプランターを金沢マラソンゴール付近に設置し、参加者や関

係者に癒しの提供と花文化をＰＲした。 

また、ビクトリーブーケを作成し、園児が植えたプランターととも

に参加者受付会場に展示し花文化をＰＲした。 

 

②取組による成果、参加者の反応 
園児にプランター花の製作体験をしてもらうことにより、園児の健全な

成長や花や緑に触れる機会を増やし、花きへの関心を育むことができた。 
プランター花をゴール付近に設置することで、参加者や関係者に花によ

る「もてなし」と「癒し」を与えることができた。 

  参加者、関係者には大変喜んでいただけた。アンケート等によると「プ

ランター作りを通して子供達に花を慈しむ気持ちが生まれた。」「花に迎

えられ、走りの疲れが癒やされた。」という意見が多くあり、花による「お

もてなし」は、作る人、見る人に「癒やし」効果があった。 

 

③今後の課題、取組の予定 

 ビクトリーブーケを贈る文化の定着に向けて、平成 29 年度も継続する。 

   

プランター花製作体験   受付会場での展示   プランター設置状況 
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（２）フラワーバレンタイン 2017 の開催 

①取組内容 

・目的：新たな花きの需要を創出し、多くの消費者が花に親しんでもらえ
るよう、花き流通関係者や生産者が協力し、バレンタインデーに
男性から女性に花を贈るフラワーバレンタインを企画・運営し、
花の消費拡大やフラワーバレンタインの普及に取り組む。 

・実施時期：平成 29 年２月１日（水）～14 日（火） 

・内容、対象者 

フラワーバレンタインをＰＲするため、２月１日から 14 日まで、金

沢駅にある地下広場や金沢市内の商業施設に、スギ等のグリーンを中

心としたハート型オブジェを展示し、フラワーバレンタインをＰＲし

た。 

２月５日（日）には、商業施設のハート型オブジェのスギをバラ等

に差し替え、オブジェの前で８組のカップルに、男性から女性へ日頃

の感謝の気持ちや想いを一言添えて国産花き(バラ)を中心とした花束

を渡してもらった。参加者の中には、イベントの中で相手の女性に交

際を申し込む男性も現れ、会場は大いに盛り上がった。 

また、市内のホテルと公設花き市場において、バレンタインをテー

マとしたフラワーアレンジメント教室を開催したほか、協議会構成団

体にＰＲポスターを配布し、店頭に掲示するなどＰＲに努めた。 

 

②取組による成果、参加者の反応 

  流通関係者にフラワーバレンタインへの意識が高まり、バレンタインと

いう新たな需要創出に積極的に取り組むきっかけとなった。また、一定期

間オブジェを設置したことや、構成団体の小売店店頭などへのポスター掲

示などにより、フラワーバレンタインを消費者に知っていただける機会と

なった。 

 

③今後の課題、取組の予定 
  男性が女性に花を贈ることは照れくさいと感じており、そうした意識を

解消し、バレンタインには、男性から女性へ花を贈ることが普及していく
よう、継続的なＰＲ活動や小売店を中心とした販売促進活動の強化に取り
組んでいくことが必要である。平成 29 年度も継続して取り組む。 

   

ハート型オブジェ   花贈り体験イベント  アレンジメント教室 
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（３）花育体験及び福祉園芸体験の実施 

①取組内容 

・目的：幼児・児童の健全な成長や花や緑に触れる機会を増やし、花きへ
の関心を育んでいく。 

 
・内容：フラワーアレンジメントや寄せ植え体験等の花育体験の実施にあ

たり協議会構成団体に対して担当回数を示し、年間を通じて実施。 

県内の幼稚園、小学校等で花育体験を実施(50 回 1,734 人)。 
 

・実施時期：平成 28 年６月３日（金）～平成 29 年３月 29 日（水） 
 
②取組による成果、参加者の反応 

・参加した子供たちから、「家でもやってみたい」などの声があったほか、
実施した施設の職員からは、「今後も花育の機会を増やしていきたいと
思う」等の声が寄せられ、これまで花と触れ合う機会が少なかった施設
のうち 94%の施設から、全ての園児、児童等に対して花や緑に触れる機
会を設けてみたいとの回答を得た。  

・また、「花育体験は、園児・児童の優しい心が育つことにつながる」「花
や植物に興味を持ち、自然や命の大切さを学べる」との感想が寄せられ、
先生方にも花育の重要性を認識していただく機会となった。  

 

③今後の課題、取組の予定 
・花育活動は、幼稚園、小学校の多い金沢市中心に実施してきたが（金沢

地区 32 回、能登地区 10 回、加賀地区 8 回）、花育を県全体に普及させ
ていくためには、能登、加賀方面での回数を増やすことが必要である。  

  能登地区、加賀地区とも昨年度（能登地区 9 回、加賀地区 7 回）より回
数は増えものの、依然として金沢市での実施が多いため、構成団体と開
催地区を調整し、平成 29 年度も県全体で 40 回以上実施する。  

 

   

アレンジメント体験   プランター制作体験   アレンジメント作品 
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・福井県花き連絡協議会（福井県） 

・協議会構成団体 

県内各花き生産組織、㈱福井中央花卉市場、㈱花一（仲卸）、福井県花商協

同組合（小売）、福井県華道協会、日本フラワーデザイナー協会福井県支部、

ふくいの園芸福祉研究会、日本生花通信配達協会福井支部、フジテレビフラ

ワーネット福井県支部、福井市、鯖江市、大野市、勝山市、坂井市、越前町、

南越前町、県内ＪＡ、福井県農林水産部、福井県経済連  

・主な取組 

（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 

・平成 28 年 10 月８～９日、福井県総合グリーンセンターにて、県産花きを知

ってもらい、将来的な消費拡大につなげるため、「ふくいフラワーフェスタ

2016」を開催し、花の寄せ植え体験等の体験教室や、体感イベントとして「花

いけバトル」や「切り花品評会」等を行った。 

②取組による成果 

・本フェアーには延べ 8,000 人の参加となり、各ブース充実した内容となった。 

・体験教室では延べ 380 人が参加した。 

・これらの取組により県産花きのＰＲができた。また、観客の前で生け花の出

来栄えを競う花いけバトルは、詰めかけた観衆を魅了し、消費者に花きの魅力

をＰＲする場となった。 

③今後の取組の予定 

・花き関係団体間の連携をさらに強化するとともに、イベント内容の充実を図

り、消費者やメディア等への訴求効果を図るとともに、引き続き県内全域への

波及と需要喚起を図る。 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

フラワーアレンジメント体験 花の寄せ植え体験 

福井の花マップと試験場取組取紹介  フラワーアレンジ体験  

ブーケづくり体験 

花いけバトル 切り花品評会 


