
平成 28年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

（１）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容 

・県内小学校（27 校）で児童とその保護者を対象に、「親子フラワーアレン

ジ教室」を実施した。（平成 28 年 10 月～平成 29 年２月） 

・県内福祉施設（５か所）で、高齢者を対象にハンギングバスケットの作成

を体験してもらった。（平成 28 年 11 月～12 月） 

②取組による成果、参加者の反応 

・親子フラワーアレンジ教室を通し、児童及び 

その保護者の、花への関心を高めることがで 

きた。「手軽にできたので、また、親子でや 

ってみたい」との声が聞かれた。 

・福祉施設では、利用者からは「体調が良くな 

った」、施設職員からは「利用者の表情が明 

るくなった」との感想が寄せられた。 

③今後の取組の予定 

・今後も、花への理解を深め、花の癒し効果を体験してもらうため、花育活 

 動を継続していく。平成 29 年度は、特別支援学校での花育活動を拡充する

予定である。 

 

（２）花文化と併せた国産花きの情報発信 

①取組内容 

・国産花きの輸出を拡大するため、中国（上海） 

  において、花屋等を対象としたプロモーショ  

  ンイベントを開催した。イベントでは、アレ  

ンジ作成の実演を交えて、国産花きの飾り方  

を提案した。（平成 28 年 12 月 1 日） 

 ②取組による成果  

 ・福岡県の認知度が高いこと、葉物・枝物類に  

ついても関心が高いことが伺えた。  

 ③今後の取組の予定  

 ・今後も、国産花きの魅力と併せて、使い方や飾り方を提案し、日本の花文

化を広く紹介する。  

 

 

・花あふれるふくおか推進協議会（福岡県） 

・協議会構成団体 

福岡県、福岡県花き園芸連合会、全国農業協同組合連合会福岡県本部、  

福岡県花き市場協議会、福岡県花商団体連合会  

・主な取組 

  

 

 

 

 

福祉施設での花育体験  

アレンジ作成の実演  
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・佐賀県花づくり推進協議会（佐賀県）

・協議会構成団体

佐賀県農業協同組合、佐賀県花き生産団体連合会、（株）佐賀花市場、 

（株）唐津花市場、佐賀花商組合、唐津花商組合、佐賀県  

・主な取組

 

（メニュー名）
（１）佐賀県ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの開催

 ①取組内容 

・県民に花のある生活の豊かさや安らぎを感じてもらう機会を増やし、県産

花きの需要拡大を図るため、「佐賀県ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」を平成 28 年 11 月に

開催。ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄの展示や、高校生ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞｺﾝﾃｽﾄ、花の教室を実施。

県産木材の利用推進を図るｲﾍﾞﾝﾄ（よかｳｯﾄﾞﾌｪｽﾀ）とﾀｲｱｯﾌﾟして開催した。

②取組による成果

・ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄの装飾やﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞｺﾝﾃｽﾄ等

により、来場者に花のある生活の大切さや

心がやすらぐ等の花の魅力を PR できた。

③今後の取組の予定

・平成 29 年度は単独開催になるが、七五三

をﾃｰﾏに花で装飾したﾌｫﾄｽﾎﾟｯﾄを用意する

など、家族での集客をはかり、同時に、家 

族で花のある生活の豊かさや安らぎを感じてもらえるよう、継続して開催

する予定。

（２）小学校や生花店等での「花の教室」の実施

①取組内容

・花に対する興味や理解を深めるとともに県産花きの需要拡大を目的として、

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室（「花の教室」）を実施。子どもの頃から花に親しむ習

慣を身につけてもらうために小学校で、また来店機会を作ることで消費拡

大につなげるために生花店等で、さらには高齢者等に癒しを与えるために

福祉施設で実施し、1,579 名が受講（うち小学校での実施 11 回 466 名、生

花店等での実施 36 回 503 名、福祉施設での実施 31 回 509 名、ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞ

ﾙでの実施 5 回 101 名）。

②取組による成果

・県産花きの魅力や花に対する理解を深めるこ

とができ、「母の日にはお母さんの好きな花

をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄしたい」等の感想も聞かれ、花きの

需要拡大につながる活動となった。

③今後の取組の予定

・多くの福祉施設では花の教室の存在があまり

知られていないことが明らかとなったため、

県の障害福祉の担当課と協力しながら花の教室の周知を行い、更なる需要

の拡大をはかる。

小学校における「花の教室」

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄの展示
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・長崎県国産花き振興地域協議会 

・ 協議会構成団体 

長崎県花き振興協議会（各専門部会含む）、長崎花き園芸農業協同組合、佐

世保花き園芸農業協同組合、長崎花商協同組合、JFTD 長崎県支部、長崎県農

林部農産園芸課 

・主な取組 

（１）国内外の需要に対応した生産・供給体制の検討 

①取組内容 

・輸出先国での新たな輸出品目を開拓するため、生産者が市場と連携し、   

香港で一般消費者や地元生花店を対象とし開催した説明会において、来場

者へのインタビュー等による需要調査を行い、香港市場が求めるラベンダ

ー等鉢物の品質、輸送での課題をとりまとめ、輸出戦略を策定した。 

②取組による成果、参加者の反応 

 ・展示会では立ち見が出るほど現地の人が押しかけ、 

日本の花きへの購買意欲が高いことが判った。 

ラベンダーの説明会では、多くの人が出席し、積 

極的に質問するなど香港にラベンダーの需要があ 

ることがわかり、生産者の意欲も向上した。 

③今後の課題、取組の予定 

 ・輸送の課題については、市場流通と連携し輸出 

  に適した品種や輸送方法を検討し、安定したラベンダー等鉢物の輸出を行

う。 

 
（２）学校・福祉施設等での花育体験の推進 

①取組内容 

・花の魅力を身近に感じてもらい暮らしに花を取り込み楽しむきっかけづく

りとするとともに、高品質でオリジナル性の高い県産花きのＰＲと消費 

拡大及び花き産業の活性化を図ることを目的として実施。 

・県内７市で平成 28 年７月から平成 29 年３月にかけて、                  

県内の子育て支援センター・幼保育園、学童保育・ 

小中学校・ＰＴＡ・自治会・大学公開講座・各種 

イベント・老人障害者福祉施設においてフラワー 

アレンジメント・生け花・リース作り・寄せ植え・ 

コンテナガーデン講座を実施。 

（開催回数 62 回、体験者数 2,711 名） 

②取組による成果、参加者の反応 

・子どもたち対象の講座では、楽しそうに意欲的に取り組む姿が多く見ら

れた。また、普段集中できない子どもが落ち着いて活動する姿も見られ

たことから、花の「気持ちを明るくし情緒を安定させる癒しの効果」を

実感した。さらに、アンケートから「早く家に帰って家族に見せたい」 

ラベンダー説明会の様子 

橘中学校での花育の様子 
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  「相手のことを考えながら花に触れると、楽しくて時間が過ぎていくこ 

とも忘れた」などの感想が多く寄せられ、体験後も「園庭の花について

先生に尋ねる」「作品が枯れる様子を見ると悲しくなる」など花に関す

る会話が生まれたと多く耳にしたことから子どもたちの「思いやりの

心」を育て「優しさや美しさを感じる心」や「花に対する興味の芽生

え」を定着させる効果があった。 

 ・一般や福祉施設入所者の方々対象の講座では、花の持つ「癒し効果」を

体験することで「ストレス軽減」「リラックス効果」「意欲の向上」な

ど心身ともに回復できるきっかけになるという花の効能が啓蒙できた。

また、アンケートでは「もう一度家で復習して作りたい」「もっと花を

生活に取り入れたい」「地元の生花店や地元産の花きに興味が湧いた」

などの意見を頂いたことから花を身近に感じることにより花きの消費に

も繋がる効果があったと思われる。 

 ・地域の生花店が講師を務めたことにより、生花店の花育に対する使命感

や意欲の向上、地域との連携が生まれるという花き産業の活性化に向け

て成果を収めた。 

 ③今後の課題、取組の予定 

 ・花育活動の取組も４年目を迎え、参加者や学校・施設職員の方々から 

非常に好評を頂き、開催を希望する団体が増えるなど関心の高まりを 

感じている。そのため、平成 29 年度も開催回数、人数ともに拡充し  

花育の更なる定着と国産花きの消費拡大及び花き産業の活性化を図る。 

 ・「身近に花のある生活」をモットーに花育活動を通じて花き産業が連携        

  し国産花きが一輪でも多く飾られるよう普及に努める。 

 

（３）コンテスト、花文化展示、シンポジウムの開催 

（重陽の節句イベントの開催） 

① 取組内容 

・長崎の秋の大祭である「長崎くんち」と関連の深い「重陽の節句」の 

紹介と菊の消費拡大を目的に市民グループ「長崎くんち塾」と連携した

ＰＲ活動を行った。 

・平成 28 月９月 25 日、長崎歴史文化博物館において『長崎くんち塾主 

催「公開例会」』の参加者を対象とし「重陽の節句」の紹介を行った。 

  （来場者数 110 名） 

  ・平成 28 年９月 25 日から 10 月１日まで長崎歴史 

文化博物館において、県産菊を活用した花オブ 

ジェを展示した。 

②取組による成果、参加者の反応 

・重陽の節句（菊の節句）は陽（奇数）が重な 

 る日である。９月９日に長寿を願うおめでた 

 い日ということでお祝いしていた。 

 一方「長崎くんち」は旧暦９月９日の重陽の 

 節句の祭礼として始まり九日（くにち）が 

「おくんち」となった説が有力であるとの講演内容だった。 

県産菊を利用した花オブジェ 
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この講演を受け、重陽の節句（菊の節句）と長崎くんちが有する共通の

文化の理解を深めてもらうことで「菊」の生花の消費にも繋がる効果が

あったと思われる。 

② 今後の課題、取組の予定 

・「重陽の節句」と「長崎くんち」は共通の文化を有するとの情報発信の

場を設ける取り組みは、今年で２年目を迎える。更なる菊文化の浸透を 

図るため平成 29 年度も「長崎くんち」の踊町との連携を深め、くんち

期間中に県産菊のＰＲ活動を行う。 

 

（４）コンテスト、花文化展示、シンポジウムの開催 

（シンポジウムの開催） 

① 取組内容 

・花による感染症への懸念を払拭し、花のもたらす癒しの効果に着目し、

生花を再び病院で受け入れてもらうことを目的とした取り組み。 

・平成 29 年 2 月 24 日、長崎ワシントンホテルにおいて生花店・花き生産

者・病院関係者を対象とした「病院に再び花を」「次世代施設園芸と富

山拠点の取組と花き栽培の現状」と題した講演会を行った。 

② 取組による成果、参加者の反応 

・病院内で花を飾る効能は、人の状態をコントロールする調整パワーがあ

ることが研究で発表されている。そこで「お見舞いに最適な香りや花粉

の少ない季節感のある花の提案」「病院内で花を楽しめる場の提供」等

の具体的提案があった。 

参加者は、花の効能に対して理解を深め、それぞれの地元での病院、 

施設等へ花を受け入れてもらう取り組みを開始するきっかけ作りになっ

たと思われる。 

 

③ 今後の課題、取組の予定 

・県内花き業界が連携し病院内で花を楽しめる機会の実現に向けて検討を

行う。 



平成 28年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

・熊本県花き協会（熊本県） 

・協議会構成団体 

熊本県、熊本県経済農業協同組合連合会、熊本県花き園芸農業協同組合、熊

本県花き事業協同組合、熊本県花き地方卸売市場花商組合、肥後花市場花商

組合、県内 25 市町村、県内 11 農協 

・主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

 

 

   写 真 

（１）輸出需要に対応した生産・供給体制の検討 

① 取組内容 

・熊本県経済農業協同組合連合会を中心に生産・

流通専門家で中国広州の流通の実態や消費動向

を調査し、花き輸出の可能性を検討した。 

・実施時期：平成 29 年３月 7 日～10 日 

・調 査 先：卸会社、花き市場、花きビジネス会

社、小売店 

② 取組による成果、参加者の反応 

・流通や消費、生産状況等を調査し、中国で生産されていない希少価値が高

い品目のニーズが高いこと。希少価値はありながらも、ある程度の値段で

安定供給できるもののニーズがあることを確認した。また、調査結果を踏

まえた輸出戦略を作成した。 

③ 今後の課題、取組の予定 

・試験輸送販売の実施による、品質、日持ち性の確認、輸送コスト削減や流

通ルートの検討が必要。 

・国内需要と国外需要の規模の見極め、安定供給体制の構築、中国国内で流

通していない新規品目のＰＲ、使い方の提案が必要。 

（２）学校等での花育体験推進 

 ① 取組内容 

・小学生等を対象に、寄せ植えやフラワーアレンジ

メントを行い、地元産花きに触れ合う体験による

花への関心の向上と消費拡大を図った。また、敬

老の日にちなんで、小学生等を対象にしたアレン

ジメント教室を開催し、作成したアレンジメント

を家族や近隣の高齢者へ贈呈する取組みを行い、

保護者や一般消費者における地元産花きの認知度

向上と消費拡大を図った。 

② 取組による成果  

 ・小中高校生を対象にした花育活動を小中高校や花き市場で 33 回行い、1,224

人の参加があった。  

・参加した学生等で、お花屋さんで自分の好きな花を買ってアレンジメント

を作ってみたいと答えた割合が 86％であるなど花への関心が高まった。  

③ 今後の課題、取組みの予定  

 ・花への関心の向上と消費拡大を目的として、より効果的な方法を検討しな

がら、小中高校生を対象とした花育活動を実施していく予定。  

 

広州の小売店の様子 

県育成品種△△  

 

アレンジメント教室の様子 
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・大分県花き産業振興協議会（大分県） 

・協議会構成団体 

大分県花き生産者協議会、株式会社大分園芸花市場、丸果大分大同青果株式

会社、協同組合別府花市場、株式会社中津花市場、大分園芸花商組合、大分

花商業組合、別府花商組合、中津花商組合、一般社団法人日本生花通信配達

協会大分支部、ジャパンフラワーネットワーク大分県支部、NPO 法人夢一輪

の会、フラワー装飾大分県技能士会、公益社団法人日本フラワーデザイナー

協会大分県支部、大分市華道協会、別府いけばな協会、大分県農林水産部園

芸振興室、大分県農林水産部農林水産研究センター農業研究部花きグループ、

JA 花き販売対策協議会、大分県園芸活性化協議会  

・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  

・花の消費拡大や文化の振興を目的として大分市中心部においてフラワーフ

ェスティバルを夏期と冬期の２回開催し、花き品評会、花文化展示やコンテ

スト、フラワーアレンジデモンストレーション、アレンジメント教室など、

花にまつわる様々なイベントを行った。（夏期：７月 22 日～24 日 冬期：

１月 13 日～15 日） 

       

花文化の展示会 

 

②参加者の反応               

・来場者数 （夏）2,199 名 （冬）2,151 名 

・季節の花を使用したフラワーアレンジメントや華道 10 流派によるいけば

な作品を一同に集めた展示は大変好評で、幅広い年代の方が多く来場した。

アレンジメント教室のアンケートからは「心が豊かになる」「花いっぱいの

生活をしたい」との声が聞かれ、花の癒やし効果を実感してもらうことがで

きた。 

③今後の取組の予定 

・平成 29 年度も引き続きイベントを開催し、花の消費拡大を推進する。 

 

（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容 

・幼少期から花に親しみ理解を深めることで、暮らしの中に花を取り入れて

もらうことを目的として、県内の小学校・幼稚園においてフラワーアレン 
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ジメント作成や花壇づくり・寄せ植え体験を行う花育活動を実施した。 

②取組による成果、参加者の反応 

・小学校：10 校（242 名）幼稚園：11 園（261 名） 

・小学校におけるフラワーアレンジメント教室では「花が好きになった」「家

でもやってみたい」などの声が聞かれ、花と触れあう楽しさを実感してもら

うことができた。また、幼稚園では自分で植えた花に毎日水やりをして楽し

く育てているなど、花への愛着を育てることができている。 

③今後の取組の予定 

・今年度実施できていない小学校や幼稚園を対象に、平成 29 年度も花育体験

を実施する。 

                                                                       

   小学校のフラワーアレンジ体験 幼稚園での花壇作り体験 

    

（３）国内外の需要に対応した生産・供給体制の検討 

①取組内容  

・輸出拡大に向けて花きの市場動向やニーズ等の情報を収集することを目的

にアメリカ合衆国において現地調査を実施した。 

・実施時期：平成 28 年９月６日～11 日 

・調査場所：アメリカ合衆国 ニューヨーク・フィラデルフィア・ボストン 

②取組による成果 

・アメリカにおける花き流通の仕組みや、日本に比べて日常的に花を使用す

る文化が根づいており一般消費の需要が大きいことが分かった。また、日

本産花きは高級品として位置づけられており、求められる品質や規格につ

いて確認することができた。 

③今後の課題・取組の予定 

・安定的な出荷や鮮度保持については特に対応が求められるため、産地にお

ける品質管理の徹底をすすめる。また、花き輸出量の増加に向け、新たな

輸出先や品目の検討、生産体制の構築を図る。 

     

卸売業者での販売の様子 
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・「みやざき花で彩る未来」推進協議会（宮崎県） 

・協議会構成団体 

宮崎県、宮崎県ＪＡ花き協議会、宮崎県花き生産者連合会、宮崎県花き卸

売市場連絡協議会、宮崎県生花商組合連合会、ＪＡ宮崎経済連 
・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）国内外の需要に対応した生産・供給体制の検討 

①取組内容 

・主力品目スイートピー・ラナンキュラス等について、平成 29 年１月 14

日～21 日に北米（西海岸）へ４名、平成 29 年２月 18 日～25 日欧州（フ

ランス・オランダ）へ５名で市場動向調査を実施し、本県産花きの品質・

品種・数量について、卸売業者や買受人からの聞き取りにより購入動向

を確認した。また、輸出における品質変化を調査し、輸出拡大のための

戦略を策定した。 

②取組による成果、参加者の反応 

・スイートピーは、競合産地イタリア産と比較して、ステムの長さ・発色・

種類の豊富さとも本県産評価が格段に高く、輸出品目の中心に位置して

いる。また、ラナンキュラスもスイートピーに次いで人気が高く、両品

目とも更なる品種紹介を求められている。さらに、新品目ブルーフレグ

ランスのツルのしなやかな動きや大輪系アネモネが人気を得た。一方で、

卸売業者・買受人との意見交換の中で、本県産花きは高価格帯の商材の

ため、用途の拡大が難しいという厳しい現状を確認した。 

・品質保持対策については、品目に応じた改良箱の効果で「花しみ」も減少

し、高鮮度を維持した納品体制を確立した。 

                 

・世界の花きマーケットを押さえて規格品を生産するオランダ産に対し、

高品質を求める市場は欧米含めどの国にも確実に存在していることか

ら、品質の良さを強みとする日本産花きの今後の可能性について、参加

者全員が実感した。 

③今後の課題、取組の予定 

・海外輸出が国内流通量の５％となることを視野に入れ、円滑な納品体制

の確立と海外市場を飽きさせない新たな品種の継続的な提案に取り組ん

でいく。 

ロサンゼルスのフラワ

ーマーケットにて買受

人に調査 
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 （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 

・多くの県民に花のきれいさ・優しさを身近に感じていただくため、例年

２月に開催している冬場の「花の祭典」に加え、新たに平成 28 年８月７

日に夏場の「花の祭典」を実施した。 

・２月の「花の祭典」では、県産花きの展示品評会やフラワーデザインコン

テスト、美容専門学校生によるフラワーファッションショー、花をテー

マにした高校生のオープニングイベント、アレンジメント・コンテナガ

ーデニング・いけばななどの体験教室を開催。来場者が花を通して笑顔

になり、潤いのある生活の提案を行った。また、宮崎会場以外の２箇所

のサテライト会場において、フラワーアレンジメント教室等を行った。 

②取組による成果、参加者の反応 

・２月の「花の祭典」の宮崎会場来場者は 71,000 人。実施店舗の開店前か

ら体験教室の抽選会に並ぶ参加者も多く、花への関心が伺えた。 

 

・県産花きの展示品評会においては出品数本年 363 点と前年 346 点から 17

点増であった。本年は安定した冬型天候に恵まれ、各品目とも発色・茎

の硬さ・ボリューム等例年にない高品質品の展示ができ、優秀な県産花

きのＰＲとなった。 

・異業種や若い感性を生かしたファッション性豊かな花の表現を行う企画

として、普段花に触れることのない美容専門学校の１年生によるフラワ

ーファッションショーを企画提案した。当初は、生徒に不安や戸惑いが

見られたが、数回のデモを行うことで若い感性を存分に表現した個性的

な花のステージができ達成感が見られた。 

 また、コチョウラン生産者の提供による花 1,000 輪以上を使用したコチ

ョウランのドレスによるフィナーレでは、生産者・生徒・デザイナーの

喜びや観客の歓声が最大となり、新たな需要の掘り起こしの提案ができ

た。 

③今後の課題、取組の予定 

・花の祭典を待ち望んでいる県民の方々に、身近で潤いのある花に触れ合

う体験教室や会場装飾・花き展示品評会を継続して実施していきたい。 

花の祭典 2017 のテーマは

フラワーバレンタイン 
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・かごしまの花消費拡大推進協議会（鹿児島県） 

・協議会構成団体 

鹿児島県農産園芸課、鹿児島県農協花き部会協議会、鹿児島県スプレーギ

ク研究会、株式会社鹿児島園芸花市場、鹿児島県花卉園芸農業協同組合、

沖永良部花卉専門農業協同組合、鹿児島県経済農業協同組合連合会、鹿児

島県フラワー協会、日本フラワーデザイナー協会鹿児島支部、農業開発総

合センター、フラワーセンター、フラワーパークかごしま 
・主な取組 

  
名） 

 
 
 

（１）学校・福祉施設等での花育体験推進 

① 取組内容 

・花き生産実態等の理解や花に対する関心を高めるとともに、花の消費拡大

に繋げることを目的として、県内の学校、福祉団体、親子等を対象に花育

を実施した。 

小売店等による県内地域の花の生産状況などの花に関する講話や、フラ

ワーアレンジメント・寄せ植え体験を通して、花のある暮らしの豊かさや

楽しさを実感してもらい、花の魅力に対する理解を深めた。 

学校での花育 

実施内容  フラワーアレンジメント 

体験者数  2,079 名（44 校 内訳：小学校１校、中学校 20 校、高校 22

校、短大 1 校） 

福祉施設等での花育 

 実施内容  フラワーアレンジメント 

 体験者数  ３団体 60 名 

癒やしの花育 

 実施内容  フラワーアレンジメント、 

寄せ植え 

 体験者数  80 名（県内一般） 

親子（小・中学校）の花育 

 実施内容  寄せ植え 

 体験者数  ４団体 198 名 

 

② 参加者の反応 

・実施直後のアンケート結果（対象：学

校・福祉施設）では、講話については、

興味深かった（おもしろかった）と感

じた体験者が 68％、アレンジメント体

験については 93％が楽しいと感じ、

91％がまた体験したいとの回答があ

り、花への興味・関心の高まりが感じ

られた。 

③ 今後の取組予定 

・学校関係者等への「花育」への理解を深めるとともに、花き業界との連携

を強化し、花の癒やし効果や生産者による花にまつわる講話等の花の魅力

を伝える取組を充実させて実施する。 

県内中学校での花育体験教室  

 

花市場イベントでの癒やしの花育体験教室 

 

 

 

 

 



平成 28年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

・沖縄県花き園芸協会（沖縄県） 

・協議会構成団体 

沖縄県、沖縄県農業協同組合、沖縄県花卉園芸農業協同組合、沖縄県くみあ

い生花（株）、（株）沖縄県花卉卸売市場、沖縄県生花商協同組合、沖縄県

フロリスト協同組合、（一社）花キューピット協同組合沖縄支部、国頭村他

30 市町村。 
・主な取組 

 
 
 
  

アメリカでの展示会 

（１） 国内外の需要に対応した生産・供給体制の検討 

① 取組内容 

・１月１２～１８日にかけて、沖縄県産花きの海外輸出に向け、アメリカに

おける沖縄県産花きの評価及び輸送状況やアメリカ市場の花消費の状況につ

いて調査し、アメリカへの輸出可能性について検討した。調査内容として、

空輸した際の日持ち性、花蕾落ち、茎折れ性の確認、アメリカの花き取扱業

者による評価、及び花きの需要について調査した。 

② 取組による成果、参加者の反応 

・アメリカの花き取扱業者が主催するＰＲイベントにおいて、「トルコギキ

ョウ、オクラレルカ」の２種類の県産花きの展示を行った。沖縄県以外にも

多数の参加が見られ、宮崎県「スイートピー、ラナンキュラス」、長崎県「グ

ロリオーサ」徳島県「シンビジウム」等計３団体が花材を展示していた。沖

縄県産花きの日持ち性、花蕾落ち、茎折れ性について品質等に問題は見られ

なかった。 

・ＰＲイベントにおいてアメリカの花き取扱業者から「トルコギキョウ」は

大輪で品質が高い、「オクラレルカ」は、いけばな花材としてユニークとの

評価を受け、アメリカにおける生け花花材の需要に応えることが可能だと感

じた。 

・アメリカにおける花きの需要について、パーティーなどイベント用の富裕

層向けの高価格帯（高品質花材、いけばな需要）と日常使い量販店向けの低

価格帯で二極化していた。沖縄県産花きは、アメリカに輸出する場合、高価

格帯を狙っていくこととなる。また、花き取扱業者からは、周年供給を求め

られており、今後、日本としてのリレー出荷が望まれる。その中で、本県と

して、冬春期における高品質花き供給を目指していく。 

③ 今後の課題、取組の予定 

     

 
 

アメリカでの展示会 

・県産花きの中で、日持ち性が高い

ものを選定し、生け花、フラワーア

レンジメント等で展示方法を提案

していくことが重要だと思われ

る。平成 29 年度は、小ギクの輸出

可能性を探るための調査を検討す

る。 
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（２） 花文化展示会の開催 

① 取組内容 

・１１月２～３日にかけて、沖縄県産花きの需要拡大を図るためのイベント

として、（株）福島花き取締役阿部ひとみ氏を講師に招き、講演会「くらし

に花を～くらしを彩る年中行事と花～」を開催した。講演会では、伝統的な

年中行事を行う季節の節目である五節句や風水にちなんだ花きの使い方につ

いて講演された。また、講演会と併せて家庭における花きの飾り方の参考と

してフラワーアレンジメントの展示を行った。 

② 取組による成果、参加者の反応 

・来場者は、花の名前を確認したり、写真を撮ったりするなど関心の高さが

うかがえた。集客力の高い大型ショッピングセンターの中央イベントスペー

スで開催したため、多くの方々が来場され、広く花きの魅力を発信し、消費

拡大のきっかけとすることができた。 

③ 今後の課題、取組の予定 

・沖縄県の一世帯あたりの花き購入額は全国最下位となっており、一般の方

に対し花きに関心を持ってもらう取り組みが必要である。そのため、時間制

限の中、用意された花材を使い、対戦形式で生け花の技術を競う「花いけバ

トル」によって、敷居の高いイメージのある生け花、フラワーアレンジメン

ト文化の奥深さや楽しさを伝え、沖縄県産花きの消費拡大を図る。 

 
 

  

（３） 学校・福祉施設等での花育体験推進 

① 取組内容 

・県産花きに対する関心と親しみを深め、子ども達が地域社会における花き

産業を学ぶことを目的とし、県内の花屋を講師に招いて、小中学生を対象に

フラワーアレンジメント教室を実施した。 

② 取組による成果、参加者の反応 

・県内小中学校 21 校と農業大学校でフラワーアレンジメント教室を開催し

た。フラワーアレンジメントの基本的な手順を掲載した教材を利用すること

で、初めて取り組む児童、生徒でもフラワーアレンジメントを作成すること

ができた。 

講演会の様子 会場での展示 
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フラワーアレンジメント教室 

・体験した子どもたちからは、「家に帰ってから自分でやってみたい」「用

意された花材だけでなく、学校の周りに生えている草花も生けてみたい」等

の感想があり、フラワーアレンジメント教室を通して花きに触れあうことで、

子ども達の花きへの関心は高まった。地域の花屋が講師をすることにより、

花屋を身近に感じられるため、今後の花きの消費拡大が期待できる。 

③ 今後の課題、取り組みの予定 

・子どもの頃から花に親しむ習慣を身につけてもらうため、今後もフラワー

アレンジメント教室を実施していく。また、フラワーアレンジメント教室を

入口として、生け花やフラワーアレンジメント等の花文化への関心を深め、

花き消費拡大に繋げる取り組みが必要である。 

  

小学校での花育体験 




