
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 鳥取県花き振興協議会（鳥取県） 

２ 協議会構成団体 

  鳥取花市場生産者協議会、米子地区花卉生産者協議会、全国農業協同組合

連合会鳥取県本部、鳥取いなば農業協同組合、鳥取中央農業協同組合、鳥取

西部農業協同組合、（株）鳥取花市場、倉吉花き市場（株）、東亜青果（株）、

鳥取生花商園芸組合、倉吉花商組合、米子花商協同組合、（一財）鳥取県観

光事業団とっとり花回廊、鳥取大学、鳥取県 

３ 主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験の様子 

（１）花育体験の実施（超簡単生け花体験教室） 

①取組内容 

・鳥取県の将来を担う小学生たちを対象とし、

豊かな心・花への関心を育むことを目指すと

ともに、みんなで協力して生け花を完遂させ

「一体感・喜び」を体験することを目的に、

超簡単生け花体験教室を実施。 

・平成 29 年 12 月１日に倉吉市立北谷小学校の

５、６年生 17 名が参加し、地元の竹細工店

が作成した竹製の花器に花材を生けた。 

・それぞれのパーツに北谷産のバラを含む色とりどりの花を生け、最後に合

体させて、学校の教育モットーである「すっぱだか どろんこ」のボード

を添えて作品を完成させた（ボードは児童・先生で作成）。 

 
②取組による成果、参加者の反応 
・児童からは「一人で生けた花もいいけれど、みんなで生けた方が楽しかっ

たし、とてもきれいでした。」、「花の組み合わせにすごく悩んだが、み

んなで相談しながら楽しくできた。」、「いろんなにおいや色や種類があ

ってとてもきれいだった。また花を生けてみたい。」、「思っていたより

も簡単に生ける事ができた」 

といった感想が聞かれ、 

生け花に対する親しみが深

まったことに加え、共同制

作により創造力や協調性が

育まれた。 

 
③今後の取組予定 
・平成 30 年度は県産花壇苗を

使った花育を実施予定。 
みんなで生けた作品 



平成 29年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

（２）花育体験の実施（ハンギングバスケット教室） 

①取組内容 

 ・ハンギングバスケットを県内へ広め、鳥

取県の花壇苗生産への理解を深めるとと

もに、花壇苗の需要促進に寄与すること

と、花の装飾技術などを学ぶことを目的

に、ハンギングバスケット教室を実施。 

・県内５つの高等学校の２、３年生計 65 名

が参加 

 

②取組による成果、参加者の反応 
・初めてハンギングバスケットを体験した生徒も多く、「バランスを考える

のが難しかったが、とても楽しく体験できた」、「初めてで不安だったが、

丁寧に教えてもらい良い作品ができた。家でもやってみたい。」といった

感想がきかれた。 

・前年度は県内１カ所に集合しての実施であったが、平成 29 年度は各学校

で実施したことにより多くの生徒に参加してもらうことができた。 

・参加した生徒を契機に、ハンギングバスケットの県内への広がり、ひいて

は花の需要創出へのつながりを期待。 

 

③今後の課題、取組の予定 

・鳥取県が花壇苗の産地という認知度は低く、花壇苗を利用した花育活動を

通し認知度向上を図るとともに、花壇苗を身近に取り入れてもらうため、

今後も幅広い年齢層を対象に実施したい。 

 

 

体験の様子 

校内に展示し、管理を継続 作成したハンギングバスケット 



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 島根の花振興協議会（島根県） 

２ 協議会構成団体 

  島根県農業協同組合、島根県花き生産者協議会、島根県鉢物生産者協議

会、松江大根島牡丹協議会鉢部会、しまね花商組合（花き小売）、株式会社

ＪＡアグリ島根（卸売業者）、特定非営利活動法人国際交流フラワー２１、

島根県 

３ 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 

子供の頃から花きに親しめる環境づくりと、花きを通じたコミュニケー

ションづくりの普及を目的に、平成 29 年５月から平成 30 年３月の間、保

育園等で計 24 回の花育教室を開催し、合計 1,152 名の子供がフラワーアレ

ンジメントなどを行った。 

② 取組による成果 

開催後に参加した子供とその保護者を対象に 

アンケートを実施したところ、11.4％が花育体 

験後に家に花きを飾る頻度が高くなったと回答 

した。 

③ 取組による課題 

   アンケート調査結果から、種子からの栽培や 

他品目とのコラボなどの要望が多く挙げられた 

ため、継続的な花育体験が必要。 

 

（２）フラワーコンテスト、シンポジウム等の開催 

① 取組内容 

平成 29 年７月 29、30 日と平成 30 年１月 21 日に、普段花きに触れる機

会が少ない一般消費者に向けた花きの消費ＰＲを目的として、大型商業施

設で花文化展示を開催した。 

 

② 取組による成果 

愛妻の日ＰＲイベントでは、商業施設内の生花店の売上が前年同月比で

105％、特に愛妻の日（１月 31 日）の売上は 226％（前年同日比）となり、

花贈りの機会として愛妻の日の定着が図れてきた。 

 

③ 取組による課題 

開催会場の大型商業施設では花きの消費拡大 

や愛妻の日の定着も図れてきたが、今後は開催 

地域を広げるなどにより、さらなる花きの消費 

につながるＰＲが必要。 

品評会展示の様子 

花育体験の様子 



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 岡山県花き消費拡大実行委員会（岡山県） 

２ 協議会構成団体 

  岡山県農林水産部農産課、岡山市市場事業部、全国農業協同組合連合会岡

山県本部、岡山県花卉農業協同組合、岡山花き仲卸協同組合、岡山県花卉

商業協同組合（花き小売）、岡山県花木園芸商業協同組合（花き小売）、

岡山県三栄生花商業協同組合（花き小売）、岡山総合花き株式会社（卸売

業者） 

３ 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 

目的：一般消費者が花のある暮らしの素晴らしさを体感できるような提案を

行い、花きの利用増進を図る。県産花きをＰＲすることで、一般県民

に県産花きへの知識や理解、愛着を深めてもらい消費に繋げる。 

＜展示会＞ 

実施時期：平成 29 年 10 月 22 日 

実施場所：岡山市中央卸売市場 

対象者：一般消費者 

参加人数：来場者 25,000 人 

（アンケート回答者 195 人） 

＜講演会＞ 

実施時期：平成 29 年 11 月７日 

実施場所：県内ホテル 

対象者：一般消費者、生産者、小売店 

参加人数：来場者 88 人（うちアンケート回答者 49 人） 

 

②取組による成果 

ア 展示会を通じて花や緑の購買意欲が高まった、やや高まった割合が

86％であった。購入目的やどのようにすればもっと花を買うようになる

かなど、需要者のニーズの把握をすることができた。 

講演会を通じて花や緑の購買意欲が高まった、やや高まった割合が

96％であった。感想から、デモンストレーションを通じて、花の飾り方

見せ方、楽しみ方を理解できたことが分かり、良いものに刺激を受ける

ことの重要さがうかがえた。 

イ 事後アンケートによる、消費拡大につながったと思う、ややつながっ

たと思うが 67％であり、前年と比較し売り上げが上がった割合が 55％で

あった。 

 

③取組による課題 

   小売店における消費拡大・売り上げ増加の効果も見られたが、消費啓発

には活動の継続が重要。短発的な活動だけでなく、年間を通した活動も必

要。 

  改善点のアンケートでは、人通りの多い場所を選ぶ、親子で楽しめる内

容を取り入れるなどがあった。 

 
フラワーデザインの展示 



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 広島花きイノベーション事業推進協議会（広島県） 

２ 協議会構成団体 

  広島県花卉園芸農業協同組合(生産)、広島生花出荷協同組合(生産)、広島

市三友生花卸売商業組合(流通)、(株)花満(流通)、(株)呉生花市場(流通)、

(株)広島県東部花き(流通)、広島県花き商業協同組合(小売)、NPO 法人日本

園芸福祉普及協会(その他)、(一社)日本インドア・グリーン協会広島県支部

(その他)、広島県農林水産局農業経営発展課(行政) 

３ 主な取組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）フラワーコンテスト、シンポジウムの開催 

①取組内容 

 ｢花や緑の効果・効用｣の認識を深めるため、

｢人生 100 年時代の花と緑」の演題で講演会を実施

した。また、「花を暮らしに活かす」をテーマに

花き業界及び日本園芸福祉普及協会関係者、医師、

福祉施設代表も加え、本年度事業の結果報告と花

や緑の効果・効用等についてパネルディスカッシ

ョンを開催した。併せて、室内緑化コンテストの 

優良事例の発表と表彰を行い、緑の効用や室内緑化の必要性を訴えた。 

（実施日）平成 30 年１月 24 日 

（対象者）県民、花き業界関係者、福祉施設関係者 （参加人数）207 名 

②取組による成果 

パネルディスカッションでは、聴衆も巻き込み活発な質疑応答が行われ、

アンケートも含め、暮らしに花きを取り入れることに積極的な意見が半数

以上を占めた。 

③取組による課題 

福祉施設では、花きの効果・効用に対する理解が深まってきているが、

福祉園芸体験のための費用確保に課題がある。 

 

（２）福祉施設等における福祉園芸体験の実施 

①取組内容 

専用のフラワーアレンジメントキットを用いた

作品制作を通じ、脳の活性化及び心身の健康増進を

目的とした福祉園芸体験(花活講習会)を実施した。 

（実施時期）平成 29 年７月～平成 29 年 11 月 

（実施場所）県内 21 か所の福祉施設 

②取組による成果 

体験を通して脳の活性化や心身の健康増進を実感することにより、花き

の利用拡大が期待できる。平成 30 年４月から、自ら定期的に花活講習会を

行う施設も現れている。 

③取組による課題 

花活講習会を実施した施設において継続開催の要望があるが、費用の捻

出に大きな課題がある。花き業界関係者と福祉施設との連携を密にし、季

節ごとの花きを利用することにより、値ごろな花きで費用を抑えながらも

体験回数を増やし、花きの利用拡大を図る必要がある。 

1 月 24 日シンポジウム 

花活講習会の様子 



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 山口県花卉園芸推進協議会（山口県） 

２ 協議会構成団体 

  山口県花卉園芸農業協同組合、全国農業協同組合連合会山口県本部、(株)

徳山花市場、(株)山口中央花市場、(株)下関合同花市場、徳山生花商組合、

山口県地域消費者団体連絡協議会、やない花のまちづくり振興財団、山口県 

３ 主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１）県産花きを活用した山口県いけばな展示会 

① 取組内容 

県産花きの PR と花きの伝統文化の継承と普及を目的

とし、生け花各会派と花き産業関係団体が連携して「山

口県いけばな展」を開催 

・開催日時：平成 29 年９月 1 日～９月４日 

 ・開催場所：山口市 井筒屋 ５階展示室 

 ・出展数：100 点、14 会派  

・来場者数：2,472 人 

② 取組による成果 

山口市での花き展は初めての開催であり、下関市の約半分の人口規模で

あるにもかかわらず、下関市の初開催より多くの来場者があり、いけばな

に対する興味と理解の進展が感じられた。 

③ 取組による課題 

地方の商業施設での展示会では、来場者数の増加に限界がある。平成 30

年度は、山口ゆめ花博の開催予定があるため、この機に乗じて会場内ドー

ムで展示会を開催し、より多くの来場者にいけばなと県産花きの魅力を発

信する。 

 

（２）旬の県産花きの情報発信プロジェクト 

① 取組内容 

県産花きの消費拡大を図ることを目的として、旬の県産花きの産地情報

を発信するため、空港や駅、観光名所等多くの消費者が集まる５施設 17

か所で、平成 29 年７月から平成 30 年３月の間、花き展示を実施した。 

② 取組による成果 

 実物展示と合わせて、地方広告誌との連

動やフェイスブックでの情報の拡散によ

り、県産花きの宣伝効果を高めた。 

・ＦＢビュー数：100 以下→150～200 

③ 取組による課題 

展示による注目度は上がったものの、花

き消費への消費者行動が顕著には上がっ

ていない。社会情勢、ニーズの変化もある

ことから、今後は、用途提案とサービスを

組み合わせるなどの工夫が必要である。 

いけばなの作品 

実物展示とＳＮＳ連携 



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 とくしまの花振興協会（徳島県） 

２ 協議会構成団体 

  JA 全農とくしま、JA 徳島市、JA 東とくしま、JA 板野郡、JA 名西郡、JA

アグリあなん、JA かいふ、JA 麻植郡、JA 阿波みよし、徳島県洋ラン生産

組合、徳島鉢物洋蘭振興会、 阿波洋らん青年倶楽部、(株)徳島共進生花市

場、徳島県もうかるブランド推進課 

３ 主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

（１）徳島県花き展示品評会 

①取組内容 

生産者の技術研鑽や消費者への県産花き周

知を目的とした展示品評会を平成 30 年１月

27 日～１月 28 日に県内のショッピングモー

ルで開催したところ、花き・花木 134 点が出

品された。 

 

②取組による成果 

県内産の多彩な花きを多数展示したことから華やかさを演出することがで

き、花き生産者の意欲向上だけでなく一般消費者への県産花きのアピールへ

とつながった。 

 

③取組による課題 

来場がきっかけとなり、花きの利用促進が図られるような仕掛けを検討す

る必要がある。 

 

（２）花文化展示会（花いけバトル） 

①取組内容 

花きの認知度向上と消費拡大のため、平成 30

年１月 27 日に県内外で生花を扱う６名による

花いけバトルを開催したところ、約 250 人が来

場した。 

 

②取組による成果 

来場者の目前で、即興で花をいけることにより、生け花のおもしろさと美

しさをアピールすることができた。また、来場者が一般審査員として参加す

ることで、生け花の見方について関心・知識を深めることができた。 

 

③取組による課題 

消費者の生け花への興味を深めることで、花きの消費拡大につながる仕掛

けを検討する必要がある。 

徳島県花き展示品評会 

花いけバトルの様子 



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 花の里かがわ推進委員会（香川県） 

２ 協議会構成団体 

  香川大学農学部、香川県花き園芸協会、(株)高松花市場、香川県花卉商業

協同組合、JA 香川県、香川県盆栽生産振興協議会、日本フラワーデザイナ

ー協会香川県支部、香川県園芸文化協会、香川県農政水産部など 

３ 主な取組 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）物流の効率化の検討・実証 

①取組内容 

輪ギクの物日契約販売において、樹脂製通い箱使

用による物流コストの削減に取り組んだ。 

 

②取組による成果 

樹脂製通い箱は 40 回の繰り返し利用で、1 本当た

りの出荷コストを 10％削減できた。また、出荷規格

を従来の 90 ㎝から短茎(70 ㎝)にすると、物流コスト

を 25～34％削減できることがわかった。 

 

③取組による課題 

通い箱については、集荷場での作業性の問題があり、積載効率や箱当たり

の入り本数の確保について検討を要する。また、実用に向けては、品種や出

荷時期による冷蔵貯蔵の影響を調査する必要がある。 

 

（２）コンテナガーデンコンテストの開催 

①取組内容 

公共施設等における花きの利用促進を目的として、平成 29 年 11 月３日～

５日の３日間、サンポート高松において「コンテナガーデンコンテスト」を開

催し、優秀な作品については表彰した。 

 

②取組による成果 

県内の愛好家の作品 50 点が一堂に集まり、会場のオープンスペースが飾ら

れ、県民や本県を訪れた観光客に対し、花きでもてなす環境づくりの機運が

高まった。 

 

③取組による課題 

花きの生産拡大に繋げるためには、消費の広がりが

重要であり、通勤客や国内外の観光客が訪れる公共ス

ペースにおいて、秀品花やいけばな等の伝統文化の展

示を継続的に実施する仕組みが必要である。 

試験に用いた樹脂製通い箱

（2 種）とダンボール箱 

コンテストの作品 
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１ 花のえひめづくり推進協議会（愛媛県） 

２ 協議会構成団体 

  愛媛県花き園芸組合連合会、（株）愛媛花市場、愛媛中央花き商業協同組合、

全国農業協同組合連合会愛媛県本部、愛媛県園芸文化協会、（公社）日本フラワ

ーデザイナー協会、愛媛県華道会、愛媛県農林水産研究所、愛媛県農林水産部農

業振興局農産園芸課 

３ 主な取組 

 

（１）フラワーコンテスト、シンポジウム等の開催 

①取組内容 

・身近に花のある豊かな生活環境づくりを推進するとともに、花の消費拡大や交

流を図ることで県内花き産業の振興を図るため、平成 30 年２月 10 日～11 日に

「えひめフラワーフェスティバル 2018」を開催した。第 15 回愛媛県フラワー

デザインコンテスト「坊ちゃんカップ」や生け花展示、バラ等県内花き生産者

展示やフローリストによる実演イベント、フラワーアレンジ体験教室等を実施

した（総入場者数：10,632 人）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

②取組による成果 

・来場者へのアンケートでは花への購買意欲が向上したと回答する人も多く、

様々な形で花に接してもらう機会を作り、花に対する興味や関心を高めること

ができた。 

 

③取組による課題 

 ・平成 30 年度も引き続き関係団体と連携して実施し、より多くの来場者に花き

の魅力を発信する。 

フラワーアレンジ、生け花教室の開催 

フローリスト実演イベント 

県内花き生産者による切花・鉢植展示 フォトブースコーナー 
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（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容 

・情操教育及び花の消費拡大に向けた取組の一環として、花の魅力と癒やし効果

を伝えるため、平成 29 年 10 月～12 月にかけて、県内の小学校 16 校において、

フラワーアレンジや生け花の体験教室を行った（総受講者数：1,124 人 アレ

ンジ 12 校、生け花４校）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②取組による成果 

・参加した小学生からは「花に興味を持つようになった」という意見が多く聞か

れ、フラワーアレンジメントや生け花の体験を通して、花への関心を高めるこ

とができた。 

・小学生が作成した作品は家庭に持ち帰り、保護者からは「花に関する会話が増

えた」という感想もあり、家族とのコミュニケーションツールとして役立った。 

・保護者の中には「花育体験をきっかけに玄関に花を飾るようになった」という

人もおり、小学生への花育体験が暮らしの中に花を取り入れるきっかけづくり

になった。 

 

③取組による課題 

・平成 30 年度の小学生への花育体験教室は、講師として生産者も追加し、より

充実した内容で取り組む。 

・関係団体との連携により、円滑に花育体験教室を実施する。 

 

 

小学校での花育体験教室の様子 
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１ 新需要開拓マーケティング協議会 花き専門部会（高知県） 

２ 協議会構成団体 

  土佐花き園芸市場（卸売業者）、土佐花商組合（県内花き小売店）、ＮＦ

Ｄ高知県支部（アレンジ花等普及団体）、高知県園芸農業協同組合連合会（生

産者、農協）、高知県農業振興部産地・流通支援課 

３ 主な取組 

  
 

 
 

  

（１）空港等でのウェルカムフラワー及びスポーツイベント等での花の展示  

① 取組内容 

県内外から人が集まる高知龍馬空港等で、ウェルカムフラワーとして県

産花きの展示・紹介を行った。よさこい祭りや成人式など、季節に合わせ

たテーマでアレンジし、展示した（平成 29 年７月 26 日～２月 20 日の間に

延べ 54 日）。また、高知龍馬マラソンゴール会場で、栄光という花言葉を

持つグロリオサの展示、記念撮影コーナーの設置を行った（平成 30 年２月

18 日）。 

② 取組による成果 

実施期間中の高知龍馬空港利用者数は 24 万 3,865 人、高知龍馬マラソン

の出走者は 1 万 1,194 人（ゴール会場に花のコーナー設営）と多くの方に

PR できた。高知龍馬空港では、空港運営会社が独自でウェルカムフラワー

以外の花展示を始めるなど需要拡大につながった。高知龍馬マラソンでの

グロリオサの記念撮影コーナーは、常時行列ができている人気コーナーと

なった。 

③ 取組による課題 

県内の施設内やイベント会場などに常時あるいは自然な行為として花が

飾られていたり生けられているという状況からは程遠く、せめてイベント

時や多くの人が集うところは花で彩るという習慣や意識付けが必要。 

 

   
   龍馬国際空港でのウェルカムフラワー展示   高知龍馬マラソンゴール会場 記念撮影コーナー 
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（２）フェスタでの花いけバトル開催や高知の花展示  

① 取組内容 

高知市で行った“第９回高知のやさい･くだもの･花フェスタ（平成 30

年１月 27 日、28 日）”で、県内外の華道家やフラワーデザイナーによる

「花いけバトル」を開催。また、「花に囲まれる空間」コーナーや花回廊

を設置した。 

② 取組による成果 

フェスタ参加者は２日間で 1 万 1,562 人で、多くの方に花の魅力や花の

ある生活の素晴らしさを感じてもらえた。また、花材の養生などイベント

に協力する生産者もあり、花いけバトルを通じて生産者とバトラー（花屋

等）の交流が始まり、意見交換や相互に PR、支援をし合う良い関係へとつ

ながった。 

③ 取組による課題 

生産者と販売者が、高く売りたい安く買いたいというお金だけの関係で

はなく、お互いをより理解し、共通の目標に向かって課題解決する機会を

今まで以上に持つことが、業界の発展につながると考えられる。今は取組

の継続や手法を変えての取組が必要。 

 

  

花いけバトル              花に囲まれる空間 
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