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日比谷公園ガーデニングショーが 
目指すもの 

 
＜公園で開催するガーデニングショー＞ 

公益財団法人東京都公園協会 

常務理事 上杉俊和 



日比谷公園 
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1903年（明治36年) 開園 

公益財団法人東京都公園協会蔵  



3 

■音楽堂（現 小音楽堂） 
わが国初の野外音楽堂 

■花壇（現 第一花壇） 

チューリップ、パンジー、バラ、
ダリアなど、初めて見る洋花が
数多く植えられ大変な人気を博
した。 

菊花展を始め、花壇展覧会や
梅、花菖蒲、ダリアなど様々な
花の展覧会が盛んに催される。 

“洋花”“洋楽”“洋食”の３つの洋 

公益財団法人東京都公園協会蔵  
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日比谷公園ガーデニングショーの歩み 

第1回 
2003年10月18日（土）～26日（日） 
テーマ：これからのNIWA 
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実行委員会の構成 
●主催：日比谷公園ガーデニングショー実行委員会 

（一社）英国王立園芸協会日本支部（RHSJ）、（公社）園芸文化協会、NPO法人屋上開発研究会、 

キャスター・ジャーナリスト須磨佳津江、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1級造園施工管理技士の会（一造会）、 

全国オープンガーデン協会、東京都建設局公園緑地部、東京都建設局東部公園緑地事務所、 

公益財団法人東京都公園協会、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  

 
                       

2015年4月現在 
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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。 
          
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。 
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•街を花やみどりで彩る人材が育つ、発表
の機会がある 

•常に新しい提案がある 
人を育む 

•都市の花やみどりの質を上げる 

•地域の人とつながる 街を育む 

•未来へ継承する 

•社会的課題を解決する 時を育む 

市民手づくりの花とみどり・環境 
メッセージの発信 

日比谷公園ガーデニングショーの思い 



日比谷公園ガーデニングショー 
２０１４ 
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  ガーデンコンテスト受賞作品 

(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 
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ガーデンコンテスト 

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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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 
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会  場  図 
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イ ベ ン ト 等 

コンテスト作品ガイドツアー 

秋植え球根の掴み取り 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 

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 

 

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 

緑つながるウォークガイドツアー 造園家のためのワーキングウェア
ショー 

ツリークライミング体験会 

樹木探検ツアー 
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講座 (緑と水の市民カレッジ『みんなの緑学』) 

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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地 域 連 携 

• 霞テラスフラワーフェスタ
2014 

・はな彩る中央通り 

 花壇 デザインコンペティション
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地 域 連 携 

・上野恩賜公園連携会場  • アークヒルズオープンガーデン 
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連携イベント 
• ランニングイベント 

表 面 

裏 面 

 ◆JOGLISおやつラン  

   10月18日（土）  

 ◆JOGPORTスタッフLSD 

   10月19日（日）  

・まちなみつなぐ緑マップ配布 
  皇居周辺ランナーサポート施設 
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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 



日比谷公園ガーデニングショー 
２０１５ 
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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 

・オリンピック・パラリンピックを契機に緑の創出・再生を図り、遺産（レガシー）
として継承していくとともに、東京はもとより全国の都市環境再生に貢献する。
2020年に向けて花と緑の普及活動に努め、個人・企業を問わず様々な主体
が参加する活動とする。 
・オリンピック開催時は、多様な民間団体・企業と行政が連携して花と緑の演
出を展開する。その代表的イベントとして育てていきたい。 

遺産（レガシー）の継承と長期的取組み 
 
・花と緑にあふれる街づくりを担う「ひとづくり」 
・新しい知識の獲得や豊富な情報交換の機会を生
み出す場づくり 

未来 

2020オリンピック・パラリンピックに向けて 
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２０１５ 新たなステージへ 
ガーデニングショーの役割 

植物、材料、資材 

・都市の生活に自然を取り
入れるための方法の提案 
・市民の発表の場 

第1ステップ：花とみどりの
あるライフスタイルの提案 

公園と街路樹や公開空地 
など街の緑をつなぐ 

・都市の自然を楽しむため
の方法の提案 
・市民の発表の場 

第2ステップ：花とみどりの
ある都市空間の活用提案 

公園ならではのガーデニングショー 
公園と生活者のかかわりの提案 
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日比谷公園ガーデニングショー2015ホームページ 



 ■都市開発・建設プロジェクトに関する環境・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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都市再生を支える緑化技術、企業の環境・緑化展示 



■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地産地消生鮮食料品・ヘルシー食品紹介・販売 

 ②手づくりアートマーケット 

 ③震災復興市 

 ④お国自慢物産市 

  ⑤千代田区、中央区等地域の名店紹介・販売 
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花と緑のライフスタイル出展（店） 
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新しい交流や豊富な情報交換の機会の創出 

○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 



○質の高い花と緑の演出の提案  

• 夏のオリンピック・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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“公園だからできる”魅力的な演出 

日比谷公園 林床花壇 

霞テラスフラワーフェスタ 


