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巻頭言 

花きの情勢について 

令和２年度を迎えるにあたり、一言御挨
拶申し上げます。 
会員の皆様におかれましては、平素より
協議会の運営に際しまして格別の御支援、
御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、平成 31年度（令和元年度）を振り
返ってみますと、2019 年の日本では皇位継
承と改元、ラグビーワールドカップ開催な
どの華やかなニュースが続きましたが、海
外、特に米中摩擦の影響から海外経済の減
速が一段と進行しました。 
また、近隣の東アジア情勢では、徴用工問
題を始めとする日韓関係の悪化は貿易管理
や軍事協定に影響を及ぼし、両国の経済に
暗い影を落とすとともに、中国の香港にお
いては反政府デモが長期化、これが米中の
貿易交渉に飛び火する様相を見せ、世界経
済の減速要因が強まりました。 
国内の情勢では気候災害が拡大し、多く
の大型台風が日本を直撃し、甚大な被害が
発生しました。花きにつきましても関東圏
の産地が大きな被害を受け、全国的に品薄
で集荷に苦労することとなりました。 
そして 2020 年 1月、年が明けると、日本
ではオリンピックムードが加速する中、こ 
れに水を差すようなニュースが隣国の中国 

九州花き振興協議会長 笠 文樹

から飛び込んできました。新型コロナウィ
ルスの感染拡大による世界的大流行です。 
新型ウィルスのパンデミックにより、世
界中の人と物の移動が制限され、世界中の
誰もが経験したことが無い危機的な状況と
なっています。 
会員の皆様におかれましては、うがいや手洗
いの徹底はもとより、思いつく限りの感染拡大
防止に取り組まれ、この危機的状況を乗り越え
られますことを切に願います。 
 協議会としましても、会員皆様のお手伝いが
できるよう、最大限の取組を行いたいと思って
おります。現時点では打つ手が多くはありませ
んが、度重なる政府からの自粛要請の中で疲弊
する国民皆様の心を癒すため、花きの魅力の発
信に最大限取り組んでまいりますとともに、消
費拡大に取り組んでまいりますので、会員皆様
の御支援と御協力をお願い致します。 



巻頭言 

「花いっぱいプロジェクト」の取り組み

 例年 3 月は、卒業式や送別会等の各種イ
ベント、春の彼岸用としての需要があり、
一年の中でも花きの需要が最も高まる時期
の一つです。 
 しかしながら、今年は新型コロナウイル
スの感染拡大に伴う臨時休校や卒業式の中
止、縮小、送別会や謝恩会、各種イベント等
の開催自粛など、切り花等の需要が急速に
減退する状況となりました。 
このような状況が長期間継続した場合、

花きの産地、生産者の経営への影響のみな
らず、我が国における花き産業全体に影響
が及ぶ恐れがあります。 
 花には、「ストレス軽減の効果」や「社会
性が向上する効果」など、心を豊かにする
ものであり、このような時期だからこそ、
「花を飾る」、「花を贈る」取り組みを積極
的に進め、前向きな気持ちで毎日が送れる
ような環境づくりが重要と考えています。 
 このため、農林水産省では、全国の花き
産業を応援するため、令和 2年 3 月 6 日か
ら「花いっぱいプロジェクト」を開始しま
した。 
 本プロジェクトでは、ホームページや 
SNS を活用した花きの魅力等の情報発信を
行うとともに、全国各地の花きを購入し、 

九州農政局長 横井 績

農林水産省内の玄関、廊下、執務室など、
様々な場所に飾るなど、花きの需要喚起、 
消費拡大に向けた取り組みを進めています。 
 九州農政局においても、当局が入居して
いる熊本地方合同庁舎のA棟及びB棟ロビ
ーや当局フロアでの花飾り、ホワイトデー
のお返しや送別会用の花贈りの職員等への
働きかけ、九州農政局ホームページやメー
ルマガジン、農林水産省公式 YouTube チャ
ンネル「BUZZ MAFF」における「花いっぱ
いプロジェクト」の紹介や花き情報の発信
等を行いました。 
 特に、九州農政局の若手職員２名により
公開した動画は、「シュールでいい」と話題
になり、Yahoo!ニュースにも取り上げられ
るほど、大好評でした。 
 また、3月 16 日から 4月 3日までの 3週
間、合同庁舎内の消費者の部屋において、
学校給食の休止等により需要の減少が懸念
されている牛乳の消費拡大の取り組みと併
せ、九州各県産の花を飾るなどの特別展示
を実施しています。 
 このような取り組みをきっかけに、花の
良さを知っていただき、花が生活の中でよ
り身近なものとして位置づけられ、生活の
一部となることを期待しています。 



例年 3 月は、卒業式、送別会や春の彼岸など、花きの需要が盛んな時期ですが、今般の
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、各種イベント、催事等の開催が中止・縮小とな
り、切り花等の需要が急速に減退する状況となっています。 
こうした状況が継続した場合、花きの産地・生産者等の経営への影響を始め、我が国の
花き業界全体に影響が及ぶ恐れがあります。 
花は心を豊かにするものであり、このような時にこそ、「花を飾る・贈る」取り組みを積
極的に行い、前向きな気持ちで生活が送れるような環境づくりを行うことが重要です。 
このため、農林水産省では、全国の花き産業を応援するため、3 月 6 日より「花いっぱ
いプロジェクト」を開始しました。 
本プロジェクトでは、ホームページや SNS等を活用して花きの魅力等の情報発信を行う
とともに、全国各地の花きを購入し、省内の玄関・廊下・執務室など様々な場所に花きを
飾るなど、花きの需要喚起・消費拡大に向けた取り組みを進めています。 

【農林水産省内での花飾り】 
農林水産省の各玄関と大臣室前に花飾りを設置。

3月 14 日のホワイトデーには、職員向け 
にフラワーアレンジメントの斡旋販売。 

 最近 10 年の間に育成されたスターチス 
やダリアなどの新品種の展示紹介。 

農林水産省による「花いっぱいプロジェクト」の取り組み 

農林水産省正面玄関 北別館玄関 南別館玄関

農林水産技術会議事務局執務室前



農林水産省での「花いっぱいプロジェクト」の開始とともに、九州農政局でも取り組み
をはじめ、当局が入居している熊本地方合同庁舎ロビーや執務室における花飾り、ポスタ
ーの掲示、九州農政局メールマガジンアグリ・インフォ九州による「今週の花」の発信、
BUZZ MAFF(YouTube)による動画配信、消費者の部屋特別展示による PR、ホワイトデー
や送別会等での花の斡旋等、花きの需要喚起・消費拡大に向けた取り組みを進めています。 

【熊本地方合同庁舎及び九州農政局内での花飾り】 
熊本地方合同庁舎A棟での花飾り 
 本庁舎の職員や来庁者等に向けて、花への興味を持ってもらおうと、令和 2年 3月 9 日
から毎週、九州産の花きのみを使用した花飾りを展示し、花きの需要喚起・消費拡大に一
役買っています。 

熊本地方合同庁舎B棟での花飾り 

九州農政局による「花いっぱいプロジェクト」の取り組み 

3月 9 日展示 3月 17 日展示 3月 23 日展示 3月 30 日展示

3月 9日展示 3月 17 日展示 3月 23 日展示 3月 30 日展示



九州農政局執務室での花飾り 
当局の局長室や待合室等において、生花卓上アレンジ等の花飾りを行っています。打合
せや待ち時間のリラックス効果が期待できます。 

【消費者の部屋特別展示】 
 熊本地方合同庁舎A棟ロビーでは、農林水産業や食に関する情報を提供し、消費者の皆
さまとのコミュニケーションを深める場として、「消費者の部屋」を開設しています。 
 特に、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により需要が減少した花きと牛乳乳製品
について、より多くの方に知ってもらおうと、３月 16日から 4月 3日までの間、「花いっ
ぱいプロジェクトの取組及び牛乳の消費拡大の取組」をテーマに消費者の部屋特別展示を
行いました。 
 特別展示では、花いっぱいプロジェクトの概要や花き情報等のパネル展示の他、現在流
通している九州各県産の切り花等を 2品目ずつ展示しました。 
 特別展示では、来庁者や他省庁の職員等、普段立ち寄らない職員まで、多くの方に立ち
寄っていただき、中には、飾ってある花を見て、「この花買いに行こう！」という声も聞か
れ、大変、好評でした。 

3 月 16 日～19 日の展示 3月 23 日～4月 3日の展示

局長室（生花卓上アレンジ） 待合室（生花アレンジ）



消費者の部屋で展示した九州各県産の花き 
〇福岡県産 

〇 佐賀県産 

長崎県産

【花言葉】
鎮静・集う喜び

【花言葉】
良い便り・希望

【花言葉】(赤色)
あなたを愛しています

【花言葉】
可憐な心・感謝

スイートピー スカビオサ シレネ トルコギキョウ

マトリカリア アイリス きく レースフラワー

【花言葉】
門出・別離

【花言葉】
不幸な愛・ 

私はすべてを失った

【花言葉】
罠・未練

【花言葉】
優美・希望 

すがすがしい美しさ

ガーベラ アスチルベ スターチス キンセンカ
【花言葉】（ピンク）

崇高美
【花言葉】
恋の訪れ・自由

【花言葉】（紫）
しとやか・上品

【花言葉】
別れの悲しみ・悲嘆



〇 熊本県産 

〇 大分県産 

〇 宮崎県産 

カーネーション オリエンタルユリ カラー かすみそう
【花言葉】（オレンジ）

純粋な愛・ 
あなたを熱愛します

【花言葉】（ピンク）
虚栄心

【花言葉】
華麗なる美・ 
乙女のしとやかさ

【花言葉】（ピンク）
切なる願い・感激

バラ アルストロメリア シンビジウム スプレーバラ
【花言葉】（薄ピンク）

誇り
【花言葉】（白）
凛々しさ

【花言葉】（ピンク）
上品な女性・素朴

【花言葉】
温かい心

ユリ LA ダリア デルフィニウム ラナンキュラス
【花言葉】（オレンジ）

華麗・愉快
【花言葉】
華麗・優雅

【花言葉】（青）
傲慢・高貴

【花言葉】（白）
純潔



○ 鹿児島県産 

【SNS 等を活用した需要喚起】 
 花いっぱいプロジェクトの取り組みを多くの皆様に知ってもらうため、九州農政局メー
ルマガジンアグリ・インフォ九州において、花き情報の配信を行っています。 
配信する内容には、花の効能や様々な花の花言葉、九州の産地情報、流通する時期等を
を交え、ほぼ毎日のように、配信しています。 
また、農林水産省職員自らが、省公式 YouTube チャンネルで YouTuber となるなど、担
当業務にとらわれず、その人ならではのスキルや個性を活かして、我が国の農林水産物の
良さや農林水産業、農山漁村の魅力を発信するプロジェクトである「BUZZ MAFF」にお
いて、九州農政局の職員が 3月 12 日に配信した「花いっぱいプロジェクト」のお知らせで
は、農林水産省 YouTuber として異例の 66
万回再生を超え、メデイアでも取り上げら
れるなど、「花いっぱいプロジェクト」を知
ってもらう、良いきっかけとなりました。 
これを契機として、民間企業等から、「当
社で使う花を買いたい！」、「花農家さんの
お手伝いをしたい！」、「何か協力できるよ
うなことはありませんか？」など、花をめ
ぐる支援の輪が広がってきました。 「花を買いたくなった」、「シュールでいい」

など注目を浴びた動画 

フリージア テッポウユリ ブプレリウム グラジオラス
【花言葉】（黄色）

無邪気
【花言葉】

純潔・甘美・威厳
【花言葉】（青）
はじめてのキス

【花言葉】
密会・用心



 福 岡 県   
福岡県及び花あふれるふくおか推進協議会では、県庁内ロビーや執務室での花飾り、ホ
ワイトデーでの花贈りや消費拡大に向けたポスターの掲示による花きの需要喚起・消費拡
大に向けた取り組みを進めています。 

【県庁ロビー及び執務室での花飾り】 
 福岡県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、卒業式やイベントの中止等
により影響を受けている花き業界を支援するため、県庁職員や来庁者等に向けて、暮らし
の中に花を取り入れてもらおうと、県庁 1 階ロビーにおいて、県内産花きの展示を行って
います。 
また、以前より県庁の担当部署では、花のある職場をつくろうと、県産花きを購入して
執務室に飾る取り組みを進めており、その花飾りの写真等を Facebook 等で発信すること
で、多くの方に花の良さを呼びかけ、職場だけでなく家庭での花飾りも呼びかけています。 

【ホワイトデー、消費拡大に向けた取り組み】 
 花きの消費啓発や県産花き購入促進の取り組みとして、花あふれるふくおか推進協議会
では、ホワイトデー用の花束の特別販売を行い、県内で 800 個の注文が集まりました。花
きの効果や暮らしに花を取り入れることを呼びかけるポスター・チラシを作成し、各花き
市場や団体、小売店、関係機関等に配布しました。 

九州各県及び関係団体等による花の消費拡大に向けた取り組み 

県庁ロビーでの花飾り（糸島産の花） 執務室の花飾り

ホワイトデー花束販売 消費啓発等のポスター 



【その他消費拡大等に向けた取り組み】 
 九州でも有数のガーベラ生産量を誇る JA ふくおか八女花き部会広川ガーベラ部では、
新型コロナウイルス感染症の影響により消費が落ち込んでいる花きの消費拡大に向けて、
同 JA ガーベラパッキングセンター内に設置している無人直売所の販売本数を増やし、手
頃な価格で少しでも消費者に購入してもらう取り組みを進めています。 

 佐 賀 県   
佐賀県及び佐賀県花づくり推進協議会では、県庁 1 階県民ホール等での花展示やホワイ
トデー及び卒業式等での花贈り、花き情報の発信等による花きの需要喚起・消費拡大に向
けた取り組みを進めています。 

【県庁 1階県民ホール等での花飾り】 
 県庁 1 階県民ホールでは、県庁職員や来庁者等に向けて、「第 53 回佐賀県花き園芸共進
会」において入賞した 13点を 1週間展示しました。また、展示した入賞作品のうち、胡蝶
蘭については、展示期間終了後に知事室前に展示
を継続しています。 
 また、佐賀県と花商組合等が連携し、3月 25 日
から県庁、佐賀駅、唐津駅において、フラワーアレ
ンジメントなどの展示や家庭や職場での花飾りな
どを呼びかける「花いっぱい運動」をはじめてお
り、県庁では、県内産のスイートピーやカーネーシ
ョンなどで、聖火リレーの道を表現した展示、佐賀
駅では、27日から 4月 2日まで、コンコースでの
花の展示、唐津駅では、改札前に 29日まで花の展
示をするとともに、期間中先着 50人に一人一束の
プレゼントを行いました。 

第 53 回佐賀県花き園芸共進会入賞作品の
県庁県民ホールでの展示 
(右上、知事室前の展示) 

佐賀駅での展示 県庁県民ホールでの展示
（聖火リレーの道）

唐津駅での展示 



【ホワイトデー及びお祝い用の花贈り、消費拡大に向けた取組】 
 新型コロナウイルス感染症の影響により、需要が落ち込んでいる花きの需要喚起・消費
拡大を図るため、県庁職員向けに、専用Web ページでの花きの活用を促す記事の掲載やホ
ワイトデー、卒業式、送別会等での花贈りに県産花きを使ってもらおうと、花束・フラワ
ーアレンジメントの販売を行いました。 
 また、県庁職員専用サイトでは、佐賀花商組合及び唐津花商組合の組合店舗一覧を紹介
し、購入・花飾りの推進を行いました。 
 佐賀県花づくり推進協議会では、県の情報発信
ツールである「さが農村広場」（Facebook、インス
タグラム、LINE＠、HP）を活用し、花きの需要を
喚起するコメントを発信しています。 
 併せて、九州花卉装飾選手権で内閣総理大臣を
受賞された花商（権藤直樹氏）が知事を訪問し、受
賞報告と花きの現状を伝えるとともに、この内容
をメディアを通じて報道することにより、タイム
リーに花きの PRを行いました。 

長 崎 県   
長崎県では、県庁エレベーター前での鉢物の展示や各フロアでのフラワーアレンジメン
トの展示、県ホームページや県職員専用ポータルサイトでの情報発信、送別会での花束贈
呈等による花きの需要喚起・消費拡大に向けた取り組みを進めています。 

【ホワイトデーでの花贈り】 
長崎県では、新型コロナウイルス感染症の影響で卒業式や送別会等の各種イベントが中
止になるなど、一年間で最大の需要期に合わせて生産された花きの価格が下落しているこ
とから、農林水産省の「花いっぱいプロジェクト」の取り組みに併せ、ホワイトデーでの
花贈りなど、花束を贈る・飾ることの呼びかけによる花きの購入促進に向けた取り組みを
行いました。 
また、県ホームページや県職員専用ポータルサイトを通じた「花いっぱいプロジェクト」
の周知や県内市町村、JA、共済組合などの関係機関に対して、活動の周知や支援要請を行
いました。 

フラワーアレンジメントの販売 

県庁 6階での花飾り 県庁 5階での花飾り



【その他消費拡大等に向けた取り組み】 
県内の生産者等で構成する長崎県花き園芸農業協同組合では、新型コロナウイルス感染
症の影響により、例年、送別会や卒業式で需要と価格が高まる時期にありながら、イベン
トの中止や縮小が相次いでいる現状を踏まえ、3月 14 日のホワイトデーのお返しに花を使
ってもらおうと、長崎市長へ花を贈るとともにPRを行いました。 

 熊 本 県   
熊本県では、ホワイトデーに合わせた県職員へのフラワーアレンジメントの注文販売や
熊本県花き協会インスタグラムでの花の PR、テレビ番組スタジオでの装飾及びプレゼン
ト企画等による花きの需要喚起・消費拡大に向けた取り組みを進めています。 

【ホワイトデーや卒業式での花贈り】 
 熊本県では、新型コロナウイルス感染症の影響で卒業式や送別会が中止になり、県内の
花きの消費が低迷していることから、3月 14 日のホワイトデーに合わせ、ホワイトデーの
お返しや職場、自宅への花飾りにと、県の農林水産部職員にフラワーアレンジメントの購
入を呼びかけたところ、200 個以上の注文が集まりました。 
同様の取り組みは、熊本市や JA菊池などでも行われており、熊本市では、職員自ら需要
喚起に取り組もうと、花き園芸農業協同組合と連携し、県産花きを使用したフラワーアレ
ンジメントを 3 月 14 日のホワイトデーに合わせて注文を受け、約 180 人から注文があり
ました。 
トルコギキョウの産地である JA菊池では、卒業式
や結婚式用に用意していた花が安価となったことを
から、生産者を支援しようと、ホワイトデーの花束購
入を呼びかけたところ、約 460 束の注文がありまし
た。また、同 JAと花き部会は、花き生産者の支援と
地域の子供たちに農業を身近に感じてほしいと、菊
池市と協力して、同市の小学校 10 校の卒業生 429
人に花束のプレゼントを行いました。 

田上長崎市長への花束贈呈 

ホワイトデー用フラワーアレンジメント



【その他消費拡大等に向けた取り組み】 
 熊本県花き協会では、同協会のインスタグラムにおいて、県内の花のアピールと併せて、
農林水産省が実施している「花いっぱいプロジェクト」の紹介や花きの需要喚起を呼びか
ける投稿等を行っています。 
また、地元のテレビ番組のスタジオ装飾や番組視聴者へのフラワーアレンジメントプレゼ
ント企画を 3月 9日から 13 日にかけて行いました。 

 大 分 県   
大分県及び大分県花き産業振興協議会では、県庁、地域振興局、JA等での花飾りや主要
駅、空港等において、スイートピーを飾る「花いっぱいプロジェクト」による花きの需要
喚起・消費拡大に向けた取り組みを進めています。 

【県庁等での花飾り】 
大分県では、新型コロナウイルス感染症の影響で需要が減退している花きの消費拡大を
図るため、県庁や地域振興局、JA全農おおいた、JA 等執務室での花飾りや県庁内では、市
場に出荷できない規格品を花束にし、職員等への販売を行いました 

【「県産スイートピー」花いっぱいプロジェクト】 
 大分県、大分県花き産業振興協議会、JA全農おおいた、JA が連携し、新型コロナウイル
ス感染拡大により売り上げが減少している生産者を救済しようと、
県産スイートピーを飾って楽しむ[花いっぱいプロジェクト」を 3
月 16 日から 21 日及び 3月 22日から 29 日の 2回行いました。 
県内の主要駅 14 箇所及び大分空港において、「春は旅立ちの
時！」として、スイートピーの花言葉である「門出」にちなみ、新
たな生活をはじめる方に花を楽しんでもらおうと企画しました。 

テレビ番組のスタジオ装飾 インスタグラムでの情報発信 

「花いっぱいプロジェクト」
スイートピーアレンジ 



 宮 崎 県   
宮崎県及びみやざき花で彩る未来推進協議会では、県庁内での花飾りや SNSを活用した
情報発信、出前型花育の実施等による花きの需要喚起・消費拡大に向けた取り組みを進め
ています。 

【「みやざき花いっぱいプロジェクト 2020」の取り組み】 
宮崎県及びみやざき花で彩る未来推進協議会では、新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、各種イベント等の自粛や中止が相次ぎ、花き業界全体への影響が懸念される中、
花きの需要喚起・消費拡大に向けた緊急的な取り組みとして、
県庁玄関、執務室等での花飾りや「みやざき花で彩る未来」
推進協議会等の SNS ページにおいて農林水産省が開始した
「花いっぱいプロジェクト」及び「みやざき花いっぱいプロ
ジェクト 2020」の取り組みを発信しました。 
特に「みやざき花いっぱいプロジェクト 2020」での取り組
みについては、県庁HP、同協議会、宮崎県広報、河野県知事
の SNSページでの発信ほか、マスコミ各社へのプレスリリー
ス、各種会議等でのフラワーアレンジメントの装飾を行いま
した。本プロジェクトは、各市町村へも波及し、宮崎市では、
宮崎空港、百貨店、宮崎フェリーターミナルでの装飾、小林
市では市長へ花束贈呈が行われました。
また、JA 宮崎経済連による県庁職員や JA グループへの県産花き販売の協力を呼びかけ
たところ、スイートピー3.6 万本、ラナンキュラス 1.7 万本、合計 5.3 万本の注文がありま
した。 

【花育等の取り組み】 
 「みやざき花いっぱいプロジェクト 2020」の一環として、「児童クラブ de 花育」、「おう
ち de 花育」の 2つの花育に取り組み、児童クラブ de 花育は、3月 16 日から 27 日の間、
当初予定を上回る 12施設で、生花店による出前型花育を実施し、おうち de 花育では、200
件の募集に対して 234 件の応募があり、そのうち、200 件について 3月 25 日から 27 日の
間、家庭での花き体験活動を実施しました。 

河野知事 Facebook 画像 

百貨店での花飾り 宮崎空港での花飾り 河野知事定例記者会見



 また、地元の宮崎銀行など、企業での花飾りにも取り組んでおり、3 月 16 日と 3 月 23
日の 2回、フラワーアレンジメントの提供を行いました。 
 他にも本プロジェクトの取り組みとして、「おうちde花見」SNSキャンペーンを実施し、
家庭での花飾りの写真を送ってもらい、投稿者に県産品をプレゼントする企画や県内外の
テレビ、ラジオ番組等での収録スタジオの装飾やプロジェクト紹介、視聴者プレンゼント
企画を実施しました。 

 鹿 児 島 県   
鹿児島県では、県庁玄関での花飾りや職員等による花きの購入等、花きの需要喚起・消
費拡大に取り組んでいます。 

【県庁玄関での花飾り、花きの購入支援】 
 鹿児島県では、新型コロナウイルス感染症の影響で、花きの消費が減少していることか
ら、3月 13 日に公表した「鹿児島県新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策（第 1弾）」
において、県庁職員有志による県産花きの購入支援や、来庁者等に向けた庁舎玄関ロビー
での花飾りを行っています。 
また、ＪＡ鹿児島経済連でも、花きの消費拡大を図るため、ＪＡ職員等を中心に県産花
きの購入による支援を行いました。 

児童クラブでの花育体験 「おうち de 花育」、「SNS キャンペーン」
チラシ 

県庁玄関ロビーでの花飾り 彼岸向け花束の販売 


