
 

日比谷公園ガーデニングショー 
新たな魅力づくりについて 

 

    ２０１５年（平成27年）７月２１日（火） UDX 

  日比谷公園ガーデニングショー実行委員会事務局統括 

  （公財)東京都公園協会 防災担当部長 北 原 恒 一 
 



日比谷公園100年記念事業とは 

HibiyaPark100（2003年） 

 

  



日比谷公園100年記念事業における様々な実験(2003年) 

公園でウェディング！ 



日比谷公園100年記念事業（2003年） 



日比谷公園100年記念事業（2003年） 



日比谷公園100年記念事業構造 
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2003年10月18日（土） 
～26日（日） 

テーマ：これからのNIWA 

第1回 日比谷公園ガーデニングショー2003 

開催趣旨(2003～) 
 首都東京の中心に位置する日比谷公園を会場に、広く市民、
企業、団体等の参加を得て ガーデニングショーを開催し、 
日比谷公園から「花と緑・環境」のメッセージを世界に発信 
するとともに、これからの都市における「花と緑のライフスタ
イル」を提案する。 



      第1回 日比谷公園ガーデニングショー2003（イベント・催事） 
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日比谷公園ガーデニングショー開催趣旨 

 首都東京の中心に位置する日比谷公園を会場に、 

広く市民、企業、団体等の参加を得てガーデニングショ
ーを開催し、日比谷公園から「花と緑・環境」のメッセー
ジを世界に発信するとともに、これからの 都市におけ
る「花と緑のライフスタイル」を提案する。(2003～） 

          
 また、2020年のオリンピック・パラリンピックに向け、 

個人や企業、公共の緑が繋がり、東京がガーデンシティ
（庭園都市）として世界の人々を「おもてなし」するととも
に、都市の花とみどりのあり方を広く発信する契機とす
る。(2015～） 



    日比谷公園ガーデニングショーアラカルト① 



   日比谷公園ガーデニングショーアラカルト② 



   日比谷公園ガーデニングショーアラカルト③ 
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第12回 日比谷公園ガーデニングショー２０１４   

【開催概要】 

 
開催日・会場等 
 

1 
まちなみつなぐ花とみどり － 第12回 日比谷公園ガーデニングショー２０１４  
会  期   ２０１４年（平成26年）１０月１８日（土）～１０月２６日（日） ９日間１０：００～１６：００  

会  場   都立日比谷公園   

入 場 料    無料  

入場者数  １５３，０００人 

3 
●主催：日比谷公園ガーデニングショー実行委員会 

●後援：国土交通省、東京都、千代田区、公益財団法人都市緑化機構、一般社団法人日本公園  

  緑地協会、一般財団法人東京マラソン財団、株式会社読売新聞東京本社 

●事務局：公益財団法人東京都公園協会 
                        

主催・後援等 

●ガーデンコンテスト作品展示（４部門）・審査・表彰式 

 「ガーデン部門」14点、「ライフスタイルガーデン部門」17点、「コンテナガーデン部門」53点  

 「ハンギングバスケット部門」96点 計１８０点 

●企業・団体等によるテント出展・販売等（事業紹介、資材展示・販売等） 計 24張 

●企業・団体等協賛によるオリジナル催事、コンサート、講習会等、キッチンカー出展による「食」 

●みんなの緑学（連携講座：緑と水の市民カレッジ） ほか 計 10講座・受講者数  376人 
  

4 開 催 内 容 

 2 開 催 趣 旨 
首都東京の中心に位置する日比谷公園を会場に、広く市民、企業、団体等の参加を得て ガー
デニングショーを開催し、日比谷公園から「花と緑・環境」のメッセージを世界に発信するとともに
、これからの都市における「花と緑のライフスタイル」を提案するものです。 

5 連携会場 

連携イベント 

●霞テラスフラワーフェスタ2014(霞が関ビルディング) 

●はな彩る中央通り花壇デザインコンペティション(はな街道) 

●アークヒルズオープンガーデン(アークヒルズ屋上庭園) 

●皇居周辺ランナーズ施設(ＪＯＧＬＩＳほか) 



                                  14 

実行委員会の構成 

 
日比谷公園ガーデニングショー２０１５実行委員 

全国1級造園施工管理技士の会（一造会）、（一社）英国王立園芸協会日本支部（RHSJ）、NPO法人屋上開発研究会
、須磨佳津江、グリーンアドバイザー東京、NPO法人グリーンワークス、ジャパンガーデンデザイナーズ協会、NPO法

人循環型社会推進協会、スタイリッシュ・グリーンアンドフラワー協会、全国オープンガーデン協会、東京都建設局
公園緑地部、東京都東部公園緑地事務所、（公財）東京都公園協会、東京都造園建設業協同組合、(一社)東京都
造園緑化業協会、NPO法人東京都地域婦人団体連盟、(一社)日本植木協会、(一社)日本運動施設建設業協会、（

公社）日本家庭園芸普及協会、（一社）日本公園施設業協会東京支部、（一社）日本水景協会、（一社）日本造園組
合連合会、（一社）日本造園組合連合会東京都支部、（一社）日本造園建設業協会東京都支部、NPO法人日本トピ

アリー協会、日本ハンギングバスケット協会東京支部、（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会、（一社）ランドスケ
ープコンサルタンツ協会関東支部  
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開会式・閉会式等(2014年) 

開会式   実行委員長挨拶 

開会式 
(実行委員会・コンテスト審査委員 ほか) 

表彰式  

開会式  10月18日 

閉会式  10月26日 
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ガーデンコンテスト受賞作品(2014年）  

(株)富士植木 (東京都) 

(株)安行庭苑 (埼玉県) 

(株)植繁 (東京都) 

大橋 朝子(神奈川県) 日本ガーデンデザイン専門学校 

(神奈川県) 

ハンギングバスケット部門 

東京都知事賞 

コンテナガーデン部門 

東京都知事賞 

ライフスタイルガーデン部門 

東京都知事賞 

ガーデン部門 

東京都知事賞 

ガーデン部門 

国土交通大臣賞 

   
 ガーデンコンテスト入賞作品（国土交通大臣賞・東京都知事賞） 

    （2014年） 
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会  場  図 



 
日比谷公園ガーデニングショー会場（2013) 



  ガーデンコンテスト作品ガイドツアー 



「樂縁」 積水ハウスグループ（練馬区）【ガーデン部門】 



「a part of life」 カロンアートガーデン（つくば市）【ライフスタイルガーデン部門】 

 



【コンテナガーデン部門】 



 

【ハンギングバスケット部門】 
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 ガーデンコンテスト2014 

•出品数 
「ガーデン部門」14点 

「ライフスタイルガーデン部門」17点 

「コンテナガーデン部門」53点   

「ハンギングバスケット部門」96点 

       出品者の所在地 
   (件) (％) 

東京都 84 47% 

神奈川県 28 16% 

埼玉県 21 12% 

千葉県 17 9% 

茨城県 6 3% 

群馬県 6 3% 

栃木県 4 2% 

静岡県 3 2% 

愛知県 3 2% 

三重県 3 2% 

大阪府 2 1% 

広島県 1 1% 

香川県 1 1% 

兵庫県 1 1% 

合計 180   
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●企業・団体等によるテント出展・販売等 
 （事業紹介、資材展示、販売等） 
 
  ■2014年 テント出展者一覧 
・日本ハンギングバスケット協会東京支部 

・柴田園芸刃物㈱ 

・NPO法人日本園芸療法研修会 

・東京都花卉振興協議会 

・グリーンアドバイザー東京 

・グリーンギャラリーガーデンズ 

・(有)プロジェクトヤマダ 

・(有)コスモサウンド 

・シーボン 

・(一社)街路樹診断協会 

・NPO法人東京押花文化普及協会 

・東京都建設局公園緑地部 

・(公財)東京都都市づくり公社 

・(公財)東京都公園協会 

・アシックスジャパン㈱ 

・三条刃物 (有)新名商事 

・㈱日本ターフ＆グリーン 

・(一社)日本樹木医会 

・東京都環境局 

・(一社)東京都造園緑化業協会 

・(一社)日本造園組合連合会東京都支部 

・(一社)日本公園施設業組合東京都支部 

・(一社)日本造園建設業協会東京都支部 
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テント出展例（日比谷公園ＧＳ2014) 

１ 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

26 
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イベント・催事等 

緑つながるウォークガイドツアー コンテスト作品ガイドツアー 

秋植え球根の掴み取り 樹木探検ツアー ランチタイムコンサート 

親子縁日 

ガーデンコンテス
ト審査会 

都立農産高校生が育てた花苗配布 東京農業大学 大根おどり 

造園家のためのワーキングウェア  

   ファッションショー 

ツリークライミング体験会 

10/20：20人  10/24：20人 10/19,21,23,25 

計：250人 

 

・実施日(2014) 

・参加人数 

10/18 

10/25 大根200本配布 10/19 苗200鉢配布 10/18,19,25,26 
計：125人 

10/18 

10/19～24、10/26 10/18、19 10/18,19,25,26 計：82人 10/19  200人 
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年 会  期 期間 
来場者 

数（人） 

2010年 
10月23日（土）～31日

（日） 
9日間 100,000 

2011年 
10月22日（土）～30日

（日） 
9日間 153,000 

2012年 
9月29日（土）～10月28日

（日） 
31日間 1,390,000 

※第29回全国都市緑化 
  フェアーＴＯＫＹＯと同時開催 

2013年 
10月25日（金）～31日

（木） 
7日間 130,000 

2014年 
10月18日（土）～26日

（日） 
9日間 153,000 

来場者数 

イベント名 期間 入場者数 

世界らん展 
春：2015年 

18万人 
2月14日～22日 

日本フラワー＆ガーデンショー 
春：2015年 

5.4万人 
4月10日～12日 

国際バラとガーデニングショー 
春：2015年 

23.7万人 
5月12日～17日 

参考 

入場者数はH23公表資料 



●2014年度来場者数：１５３，０００人 

日比谷公園ガーデニングショーの来場者層 

 ●来場者の主な属性 

・平日：都心のビジネスマン、女性グループ、ご夫婦 

・週末：女性グループ、ファミリー、カップル 

・花と緑が好き。ガーデニングに興味を持っている。 

・自然環境、エコな生活に興味を持っている。 

・自分でガーデニングを楽しんでいる。興味がある。 

・気軽に（公園で）イベントや「食」を楽しみたい。 

 ●主な来場者層 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

実行委員会及び各部会
76人

コンテスト審査　　　　　　
52人

事務局運営　　　　　　　
200人

出展・講座運営　　　　　
520人

出店　　　　　　　　　　　　
180人

作品制作　　　　　　　　
1942人

実行委員会及び各部会 
76人 

出
展

・
講
座
運

営 
 

５
２
０
人 

「日比谷公園ガーデニングショー2013」に係わった延べ人
数 

コンテスト審査       
52人 

事務局運営200人 出展・講座運営520人 

作品制作1942人 
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講座 (緑と水の市民カレッジ『みんなの緑学』) 
日比谷公園ガーデニングショー2014 

講座名 開催団体・講師名 実施日時 

「花いっぱいのまちづくり」のための新技術「たねダ
ンゴ 
づくり」の魅力と実技 

「（公社）日本家庭園芸普及協会」 10/19（日） 

（公社）日本家庭園芸普及協会グリーンアドバイザー 
委員会副委員長 小杉 波留夫 

13:00～16:30 

樹木医講座-樹木医になるには＆木の診断を学ぼう- 
「（公財）東京都都市づくり公社」 10/20（月） 

樹木医  山本 三郎 13:30～15:30 

コンテナガーデン講習会 「グリーンアドバイザー東京」 10/21(火） 

～学ぼう寄せ植えデザインテクニック～ グリーンアドバイザー東京講師 13：30～15：00 

知っておくべき屋上緑化のポイント 

「NPO法人屋上開発研究会」 10/21(火） 

旭化成ホームズ（株） 技術本部付 部長代理 /  NPO法
人屋上開発研究会資格制度部会長  野田 信也 

13:00～14:30 

いつもきれいな庭づくり  
～植物の組み合わせで魅せる庭～ 

「NPO法人 Green Works」 10/22(水） 

園芸家/(公社) 園芸文化協会理事 13:30～16:30 

奥 峰子    

「冬のまちを彩るハンギングバスケット」制作講習会 
日本ハンギングバスケット協会 10/24(金） 

東京支部マスター 13：30～15：30 

「春まで楽しむハンギングバスケット」制作講習会 
日本ハンギングバスケット協会 10/25(土） 

東京支部マスター 13：30～15：30 

造園技術者の想いを伝えたい「一造会 受賞者発表
会」 

「全国1級造園施工管理技士の会(一造会）」 10/24(金） 

平成26年度一造会大賞受賞者 13：00～15：30 

植物の力で快適空間－都市は緑化で救われる！－ 

「ＮＰＯ法人循環型社会推進協会」 10/25（土） 

前東京都議会議員/園芸アドバイザー 13:00～14:30 

山下 ようこ   

金子明人さんによるクレマチスの咲く庭づくり 
「グリーンアドバイザー東京」 10/25（土） 

園芸研究家  金子 明人 10：30～12：00 
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印刷物(広報用) 

作品募集チラシ Ａ４ 

チラシ Ａ４ 

会場配布パンフレット 

ポスター Ｂ１ 

中吊りポスター Ｂ３ 
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2016 

2017 

2018 
2019 2020 

2020オリンピック・パラリンピックに向けて 

①オリンピック・パラリンピックを契機に、都市の緑の充実を図り、遺産（レガシー） 
 として未来に継承する。 
②2020年の五輪・パラリンピックに向け、「花と緑の街づくり」を活性化する。 
③東京五輪に向け、企業・団体、個人と行政が連携し、花と緑で世界の人々を 
  「おもてなし」するコアイベントに育てる。 

遺産（レガシー）の継承 
・「花と緑の街づくり」のムーブメントを未来に継承 
・都市公園の利活用により、公園が核となり、都市の魅力を高め、 
 地域を活性化する契機 

未来 

2020年オリンピック・パラリンピックを契機に 

普及啓発 
合意形成 

緑と水の 
展開・育成 

開催中の演出 資産の継承と長期
的取組み推進 

【日比谷公園ガーデニングショーの課題】 



 日比谷公園ガーデニングショーの課題 

 2020年の五輪・パラリンピックを契機に、個人

や企業・団体、公共の緑が繋がり、東京がガーデ
ンシティ（庭園都市）として世界の人々を「おも
てなし」するとともに、都市の花とみどりのあり
方を広く発信する契機とする。 

 

五輪に向けた緑のムーブメントのコアイベントとして 

「日比谷公園ガーデニングショー」の 
一層の魅力アップと活性化を図る 





日比谷公園ガーデニングショーの 

魅力アップ・活性化メニューの募集（2015～） 

■東京五輪・パラリンピックに向けた新企画・プランの提
案 

 ①ガーデンコンテスト・ガーデン展示 

 ②テント出展等企画（公園経営・緑化、各種物販等） 

 ③飲食キッチンカー出展企画（「食」の提供） 

 ④イベント・催事（コンサート、ファッションショー 等） 

 ⑤広報・ＰＲ（広報媒体等の拡充） 

 ⑥協賛・資金調達（日比谷公園ＧＳブランディング戦略・       

          資金調達等） 

 



②テント出展等企画募集  

 〇パークマネジメント・緑化技術紹介 
 〇公園・テーマパーク等の紹介 
 〇各種展示・実演・物販等の展開 



■都市開発に係る環境・緑化事業などの紹介・ＰＲ 

 ①開発プロジェクトに伴う公開空地緑化 

 ②屋上緑化・人工地盤緑化、壁面緑化 

 ③都市開発を支える緑化技術・事例 

 

 

 

  

■環境と調和したライフスタイルを世界に発信する展示・プレゼン・ＰＲ 

 ①エコライフ推進・省エネ技術・製品等の紹介 

 ②花と緑のライフスタイルを提案する技術・商品紹介 

 ③環境緑化関連資材見本市 
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  （出展例） 都市づくりを支える緑化技術、企業の環境・緑化事業 



 

■花と緑・ガーデン関連資材見本市 

 ①ガーデン・ガーデニング関連資材展示・販売 

 ②植木市・花苗・植物等販売 

 ③花と緑に親しむ生活関連商品の展示・販売 

 

 

 

■花と緑のライフスタイルに係る物産市・名店紹介 

 ①生鮮食料品・ヘルシー食品等販売 

 ②手づくりアートマーケット 

 ③ロハスな生活関連商品 

 ④お国自慢物産市 

   ⑤地域の名店紹介・販売 
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 （出展例） 花と緑のライフスタイル出展・実演・販売 



③飲食キッチンカー出展アイデア
募集 

  〇キッチンカー出展、世界のグルメ屋台村 
  ・オーガニック・ヘルシー食材 
  ・地産地消、キッチンガーデン食材 
  ・人気シェフの店 等 
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  ■飲食・グルメ屋台出店 

  ①キッチンカー飲食出店 

  ②世界のグルメ屋台村 

   （防災対応のキッチンカーのモデル出展ほか） 

   

 

 

 

 （例）飲食・グルメの魅力による集客 
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④新たな公園利活用実験等 
アイデア募集 

  ・公園利活用トライアル・テストマーケティング 

    ・日比谷公園を活かしたコンサート、ファッションショー 
     ・豊かなライフスタイルに向けた企業・製品等キャンペーン 
 



○新たな公園利活用・アクティビティの紹介 

障害者によるモザイク花壇 

公園ヨガ 

ツリークライミング 

   （展開例）人々の交流や情報交換等の機会創出 
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日比谷公園 林床花壇 霞テラスフラワーフェスタ 

  （展開例）公園だからできる魅力的なデザイン・演出 
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○質の高い花と緑のデザイン・演出の発表の場 

      
• 夏の五輪・パラリン  ピックに向けた
トライアル花壇 

• ガーデナーがつくる庭 
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（展開例）小音楽堂ステージを活用した屋外映画祭等 

２ 若手制作者、新たな才能の発掘・発表の場 

１ 日比谷映画街など映画になじみの深い地域 

３ パブリックビューイング会場など  

  五輪・パラリンピックに向けた映像等実験の場 

恵比寿ガーデンプレイス 

  野外映画祭の例 
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⑥日比谷公園ＧＳのブランディング戦略・ 
資金調達について 

  ・ブランディングの事業スキーム構築 
  ・クラウドファンディング等資金調達に向けた事業構築 
  （特典、インセンティブとなるサービスやグッズの提案 
   募集）※ガーデニングウェア・グッズ、ガーデンユニ 
       フォーム、エコバッグ等）    


