
平成 29年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

１ 新潟県花き振興協議会（新潟県） 

２ 協議会構成団体  

新潟県花き球根振興協議会、新潟県花木振興協議会、全国農業協同組合連

合会新潟県本部、(株)新花、(株)新植、新潟県園芸商協会、新潟県グリーン

サービス協会、（一社）JFTD 新潟支部、新潟農業・バイオ専門学校、新潟県、

他 

３ 主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１）花文化と併せた国産花きの情報発信 

  （海外における花きＰＲイベントの開催） 

 ① 取組内容 

 中国において県産花きを使ったフラワーアレンジ 

メント教室を開催し、県産花きの品質の高さや品種 

の豊富さ等をＰＲした。（平成 29 年７月８～９日、 

平成 30 年１月 27～28 日、中国黒龍江省ハルビン市 

内百貨店等にて、参加者延べ 210 名） 

 ② 取組による成果 

 手に取り使っていただくことで県産花きの魅力を強く伝えることがで

きた。また、参加者アンケートにより現地のニーズを把握することができ

た。 

 ③ 取組による課題 

 現状はテスト輸出に止まっているため、イベント開催を通じて得られた

情報や人脈を活用し、県産花きの輸出の本格化していく必要がある。 

 

（２）フラワーコンテスト、シンポジウム等の開催 

 （スポーツ大会等におけるビクトリーブーケの普及啓発） 

① 取組内容 

 県内で開催される大規模なスポーツ大会において、 

県産花きを使用したビクトリーブーケの普及及び県産 

花きのＰＲを実施した。 

  【対象イベント】 

・第 73 回国民体育大会冬季大会スキー競技会（平成 30 年２月 25 日～28 

 日、妙高市文化ホール、赤倉体育センター） 

・新潟シティマラソン 2017（平成 29 年 10 月９日、新潟市陸上競技場） 

② 取組による成果 

 表彰式や写真撮影スポット及びマスメディア等を通じて県産花きの魅

力を発信することができたとともに、大会関係者へ花の魅力が浸透し、今

後のスポーツイベントにおいても花を活用したいとの意向が得られた。 

③ 取組による課題 

   スポーツイベントにおいて花が欠かせない存在となるよう、事業の継続

実施によりビクトリーブーケの普及拡大及び定着化を図って行く必要が

ある。 

ビクトリーブーケの贈呈

 
 

フラワーアレンジメント教室 

（中国） 
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１ 富山フラワーネットワーク（富山県） 

２ 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、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）日

本生花通信配達協会富山支部、富山県華道連合会、（公社）日本フラワーデザ

イナー協会富山県支部（ＮＦＤ）、（公財）花と緑の銀行、（株）富山中央花

き園芸、富山県 

３ 主な取組 

（１）需要期における国産花きの安定供給の実証 

① 取組内容 

９月彼岸の需要期の小ギクの安定供給のため、夏秋小ギク品種（自然開花

期：６～７月）を用いた露地電照技術の実

証を行った。 

○概要 

挿し芽：５月 12 日～13 日 

定植：５月 31 日 

電照光源：赤色 LED（ピーク波長 625nm） 

電照期間：５月 31 日（定植）～７月 31 日、

電照時間：23 時～３時 

② 取組による成果 

電照区の平均収穫日は９月 10 日～12 日、市場出荷日は概ね９月 13 日～18

日となり、目標とした時期に収穫・出荷することができた。出荷規格も２L

（85cm、55g 以上）を確保することができ、市場評価も良好であった。 

③ 今後の取組予定 

本技術により、同一品種で７～９月の需要期に安定的に開花させることが

可能になったことから、生産現場への普及を図るとともに、流通関係者とも

協力して契約的な取引の拡大を図る。 

 

（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

① 取組内容 

園児や小学生がフラワーアレンジメントやいけばな等を体験する「花育出

前教室」を開催し、平成 29 年６月から平成 30 年３月の間、県内 54 園・校

の合計 1,931 名が花育体験をした。花育活動を地域に根づかせるため、主に

受講者の近隣小売店が運営を担当した。 

② 取組による成果 

電照の様子（６月 15日） 
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教室参加者の保護者を対象にしたアンケー

ト調査の結果、教室参加により参加者の花へ

の関心が 38％向上し、さらに参加家庭での花

の購入頻度が 24％向上した。 

③ 今後の取組予定 

花育は花きの消費向上効果が期待される

ことから、花育活動を継続的なものとするた

め、参加費の有料化等を検討する。 

 

花育出前教室での「県産花き」の紹介 



平成 29年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

１ 石川県花き振興協議会（石川県） 

２ 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 

３ 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 2017 における花文化展示
会に取り組む。 

・実施時期：平成 29 年 10 月 28 日（土）～29 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、332 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 30 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 2018 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 30 年２月３日（土）～14 日（水） 

・内容、対象者 

フラワーバレンタインをＰＲするため、２月３日から 14 日まで、金

沢市内の商業施設にゴールドクレスト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 10 日（土）には、ハート型オブジェをバラに模様替えし、ピア

ノのミニコンサートに引き続き、新婚さんから結婚 50 年近くのベテラ

ンさんまで８組のカップルが、日頃の感謝の気持ちや想いを一言添え

て、男性から女性へ国産花き(バラ)の花束を渡してもらった。参加者

の中には、即興で飛び入り参加するご夫婦もいて、会場は、花の癒や

しと参加者や観客の笑いに包まれ、大いに盛り上がった。 

 

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、商店街連携事業として、商店街のホームペ

ージでの周知などにより、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。 

     

ハート型オブジェ        花贈り体験イベント       ピアノコンサート 
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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(46 回 1,726 人)。 

 
・実施時期：平成 29 年６月 13 日（火）～平成 30 年３月 19 日（月） 

 
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。しかし、依然として金沢地区 33 回、能登地区
8 回、加賀地区 5 回と金沢市中心での実施であることが課題である（平
成 28 年度は能登地区 10 回、加賀地区 8 回）。 
平成 30 年度は実施方法の見直し等について構成団体と調整することで
金沢地区外での回数の増加を試みるとともに、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 
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１ 福井県花き連絡協議会（福井県） 

２ 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 

３ 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 

・平成 29 年６月３～４日「第 23 回全国花のまちづくり福井大会」において、

福井駅西口開発ビル「ハピリン」および福井市中央公園で、花きの魅力を発

信し花きの利用増進を啓発する場として、フラワーカーペット展示、恐竜モ

ニュメント花装飾、花のジューンブライド展示、花の並木道展示、花のオブ

ジェ展示を行い、体感イベントとして花いけバトルやフラワーデモンストレ

ーション、いけばな体験、フラワーアレンジメント体験、苔玉づくり体験、

寄せ植え体験等を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

②取組による成果 

・本大会での本協議会の取り組みでは、２日間で延べ約 5,100 人の参加とな

り、充実した内容となった。 

・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やフラワーデザイナーによるフラワーデモン

ストレーションは、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。本イベントを始めとする各種イベント等の来場者人数

は、約 5,700 人と目標とした年間 500 名以上を越えた。また、イベント実

施後の購買意欲喚起参加者は 62.1％と目標の 50％以上を越えた。 

 

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、生産拡大を図る。 

 

フラワーカーペット展示 花のジューンブライド展示 花いけバトル 




