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令和元年度事業報告及び収支決算について 

    

 令和元年度事業報告及び収支決算については、決算確定後、監事の監査を行った後、事業

報告及び収支決算（案）を各委員に送付して、書面による審議とし、次回総会においてその

結果等を報告する。 

議案第１号 



【第１号議案関連資料】 
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事業実施状況について 

 

１ 会議の開催 

令和元年５月２９日（水）に実行委員会第２回総会を開催しました。 

 

 

２ メイン会場 

 【中央公園（旧広島市民球場跡地を中心とする区域）及びその周辺】 

昨年８月から会場建設に向けた工事に着手し、１１月には「はなのわ芝生広場」の整備

が完了しました。現在、会場の周囲を囲む立体花壇である「はなのわ」及び各ゾーンの基

盤整備とともに「はなのわステージ」等の仮設物の設置を進めているところであり、２月

からは花の植付を行います。 

［別図１：第３７回全国都市緑化ひろしまフェア メイン会場施設概要 参照］ 

 

 

３ 協賛会場及びスポットイベント会場 

  

⑴ 協賛会場 

  【国営備北丘陵公園・県立せら県民公園・県立びんご運動公園・県立みよし公園】 

各協賛会場では、国及び県が、スポットイベント会場等の情報発信コーナーの設置、

花壇による花の演出やシンボルディスプレイの設置、各種イベントの準備に取り組んで

います。 

 

 ⑵ スポットイベント会場 

【県内２３市町の１２５か所】 

広島ならではの花や緑、伝統文化等にふれあうことができるスポットイベントを、県

内一円で１６０を超えて展開します。 

昨年９月からは、スポットイベント主催者が参加する「はなのわ会議」の第１回全体

交流会やテーマ別会議を４回開催し、新たな絆を生み出しました。 

引き続き、県内各地で「はなのわ会議」のテーマ別会議を４回程度開催するととも

に、スポットイベントのブラッシュアップ（花と緑等をキーワードとした新たな工夫）

に取り組みます。 

また、スポットイベント同士の連携促進や県内一円での回遊と交流を生み出すことを

目的として、会場から次の会場へ生花のバトンをつないでいく「はなのわリレー」の実

施、季節ごとのガイドブックの発行（春号：１月１０日発行）、周遊ツアーの実施など

に向けた調整を進めています。 

［別図２：ひろしま はなのわ ２０２０ スポットイベント 参照］ 

 

 

 



【第１号議案関連資料】 
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４ 展示、出展 

メイン会場においては、実行委員会が展示する「はなのわ」や「ひろしま百景花壇」

（ひろしま風景ゾーン）のほか、次表のとおり、県内外の自治体、企業・団体及び学校等

から、９５区画の花壇や庭園の出展をいただきます。 

 

出展名称 

（出展場所） 
出展団体 区画数（区画あたり面積） 

ひろしまお祭りガーデン 

（ひろしま風景ゾーン） 
県及び県内２３市町 ２４区画（4.9㎡） 

にっぽんピースガーデン 

（希望と思い出ゾーン） 

県外の１７自治体 

（内訳：県５、市１２） 

５区画（20㎡） 

１２区画（13.8 ㎡） 

高校生出展庭園 

（希望と思い出ゾーン） 
県内高等学校等 ３区画（20㎡） 

ひろしま未来ガーデン 

（森のガーデンゾーン） 
５１の企業・団体 

２０区画（12㎡） 

３１区画（20㎡） 

 

 

５ 行催事 

昨年１１月３０日に、紙屋町シャレオ中央広場で「ひろしま はなのわ ２０２０ カ

ウントダウンイベント」を実施するとともに、１２月１０日からカウントダウンボードを

そごう広島店に設置しました。 

なお、開催期間中には、公式行事として開催する「オープニングセレモニー・開会式」

や「全国都市緑化祭」等のほか、次表のとおり、各種イベントを開催します。 

 

区分 

（開催場所） 
実施内容 

公式行事 

（メイン会場） 

オープニングセレモニー・開会式（３月１９日）、 

全国都市緑化祭（開催日未定）、閉会式（１１月２３日） 

シンポジウム 

（メイン会場・協賛会場） 

春：メイン会場周辺 

夏：せら県民公園周辺 

秋：国営備北丘陵公園周辺 

集客イベント 

（メイン会場） 

花の達人ステージ、愛でる栽培講習会、メディアタイアップ催事、

高校生花いけバトル、フリーマーケット等を土・日・祝日（２５日

間）を中心に開催 

交流イベント 

（メイン会場） 

市町の日（２４日間）、はなのわガイドツアー（毎日）、 

花と緑のワークショップ（毎日）、被爆樹木ガイドツアー（５日間）

等を実施 

 

 

６ 協働推進 

県内の保育園・幼稚園の園児たちと指導ボランティアにより、メイン会場の「水の都ひ

ろしまゾーン」の水辺の花畑や、協賛会場（県立びんご運動公園及び県立みよし公園）に

「たねダンゴ」の植付を行いました。 

さらに、県内の小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校の児童・生徒等と連携し

て、花苗の育成や植付、花壇やガーデンのデザイン作成を実施しています。 

 



【第１号議案関連資料】 
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７ 会場運営 

メイン会場において植物管理や会場サービス等を行っていただくボランティアスタッフ

の一般募集を行い、約５００名が登録されました。 

また、移動販売車（キッチンカー）等による飲食営業及び花緑販売に係る一般募集を行

い、２１の事業者が決定しました。 

引き続き、会場運営や交通輸送に係る関係者との協議・調整を引き続き進めるととも

に、必要な備品などへの企業等からの幅広い参加協賛を募ります。 

 

 

８ 観客誘致、広報宣伝 

県内外からの来場促進と、県内全域で回遊と交流を生み出すことを目指し、次表のとお

り、効率的な観客誘致と広報宣伝を展開します。 

 

項目 実施内容等 

キャンペーン 

県内外で開催されるイベントにおいて、ワークショップの実施やＰＲグッズ

の配布などを行い、ひろしまフェアを広くＰＲしました。引き続き、県内イ

ベントや大型商業施設で６０回程度のキャンペーン活動を実施します。 

イメージ戦略 

ＰＲ大使として「ひろしま はなのわ ２０２０ フラワーアンバサダー」

をＳＴＵ４８に委嘱しました。 

また、公式テーマソングをポルノグラフィティ「一雫（ひとしずく）」に決

定し、１２月１０日に発表しました。 

広報ツール 

昨年３月にポスター・チラシ（第一弾）等を作成するとともに、幟旗やＰＲ

グッズを作成しました。さらに、１１月にフラワーアンバサダーなどを起用

した新たなデザインのポスター・チラシ（第二弾）等を作成しました。 

本年３月にはパンフレットやメイン会場マップを作成します。 

メディア等の 

媒体活用 

ＳＴＵ４８が出演するＰＲ動画のインターネット配信やデジタルサイネージ

上映を展開するとともに、３月にはテレビ・ラジオＣＭやタウン誌への広告

掲載等を実施します。 

広告物設置 

県及び県内２３市町庁舎等に加え、広島港、広島バスセンター及び各公共交

通機関等で幟旗等の広告物掲出を展開しています。 

また、県内造園団体加盟企業及び広島花き商業協同組合加盟店舗へのポスタ

ー・チラシの掲出を依頼しています。 

情報発信 

公式ホームページ及び公式ＳＮＳ（Facebook、Twitter、Instagram）を活用

して情報を発信しています。また、昨年１１月から公的媒体や動画配信サイ

トでＰＲ動画を配信しています。 

スポットイベント 

連携 

スポットイベント情報及び写真、周辺観光スポット等を掲載したガイドブッ

ク春号（１月１０日発行）・夏号・秋号を全３回発行するとともに、新たな

ツアー企画を旅行会社等に働き掛けています。 

参加協賛 今後とも、企業等からの幅広い参加協賛を募ります。 

 



 

 

はなのわ 
県民参加でつくる会場を囲む立体花壇 

（H=1.5m W=8m） 
〔集中展開期間：3/19～5/24〕 

50 箇所の県民参加花壇を作成 
対象：県内小中学生・緑化団体 

〔集中展開期間後：5/25～11/23〕 
24 箇所の県内自治体ＰＲ花壇を作成 
デザイン…各自治体の小中学生による 
植え付け…県内小中学生・緑化団体 

全 体 
面積：約５.６ha 

使用する花：約３００品種、約１８万本 

（広島県内産 約４割） 

イベント企画ゾーン 

 
・はなのわステージ…１棟 

（大型テント 15ｍ×15ｍ） 
・はなのわ芝生広場…約 1,100 ㎡ 
・ステージ控えテント…2 張 
・花のアトリエ…2 張 
・飲食物販テント…4 張 
・仮設トイレ…単体型６棟・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ１棟 
・飲食参加募集店舗…  
・農業高校（6 校）の生徒が育てた 500 基 

の による壁面緑化 
 

ウェルカムゾーン 

 
・ 23・総合案内所…１棟 
・メインゲート 
・備品テント…２棟 
・特別支援学校（13 校）に通う子どもたち 

が育てた 150 基のプランターを設置 

第 37 回全国都市緑化ひろしまフェア メイン会場施設概要 

ひろしま海ゾーン 
広島の海をテーマとした遊びと憩いのゾーン 
・砂場、浮き輪花壇、体験催事 

ひろしま風景ゾーン 
広島の海から山までの多彩な風景を 

花と緑により体感するゾーン 
 

●ひろしま百景花壇 
・モザイカルチャー：大小９個  

●ひろしまお祭りガーデン
・4.9 ㎡×24 区画 
・ひろしまふるさと自慢（ＰＲパネル） 

はなのわ芝生広場 

はなのわステージ 

イベント劇場２３ 

きんさいマルシェ 

飲食・物販 

にっぽんピースガーデン 

未来に向けた 
思い出年表 

ひろしま未来ガーデン 

ひろしま未来ガーデン 

水辺の花畑 

ひろしま未来ガーデン 

森のガーデンゾーン 
花や緑のある豊かなライフスタイルを 

五感で満喫するゾーン 
 

●ひろしま未来ガーデン  
・ ・庭園 （20 ㎡）31 区画 
・ベランダバルコニー・まちなか修景 

タイプ（12 ㎡）20 区画 
●森のカフェ 

・飲食参加募集店舗…１店 
 ●こどもの森 
  ・木製遊具、体験催事 

水の都ひろしまゾーン 
広島の川のある風景や豊かなライフスタイルを 

五感で満喫するゾーン 
 

●水辺の花畑（全体約 500 ㎡） 
園児がつくる「たねダンゴ」による大花壇…約 180 ㎡ 

●水辺のカフェ 
・飲食参加募集店舗…１店 

希望と思い出ゾーン 
広島の平和と復興のメッセージを世界に発信するゾーン 
 

●にっぽんピースガーデン
・負担金方式：13.8 ㎡×12 区画 
・自主施行方式：20 ㎡×５区画 

●未来に向けた思い出年表 
・パネル・思い出短冊…H=1.8m L=200m 

 ●高校生出展庭園：20 ㎡×3 区画 
●種苗メーカー出展花壇：５区画（調整中） 
●平和のバラ花壇 

ひろしまお祭りガーデン 

ひろしま百景花壇 

別図１ 

花のアトリエ 

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 23 

青少年センター 

こども文化科学館・こども図書館 
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うみの景 

まちの景 

さとの景 

やまの景 

多目的テント 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひろしま はなのわ2020 スポットイベント 2月～5月頃

※通年は、年間を通して開催予定のイベントです。

別図２

6



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひろしま はなのわ2020 スポットイベント 6月～8月頃

※通年は、年間を通して開催予定のイベントです。
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ひろしま はなのわ2020 スポットイベント 9月～12月頃

※通年は、年間を通して開催予定のイベントです。
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【議案第１号関連資料】 
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令和元年度収支状況（令和元年 12月 31日時点）について 
 

【収 入】                         （単位：千円） 

項 目 予算額 決算額 差引 主な内容 

負担金 729,837 725,117 4,720 
・主催者等負担金 

・協賛金 

繰越金 86,888 86,402 486 

差引額 486千円は、令和

元年の予算専決後の額

の確定による。 

その他 1 1 0  

合 計 816,726 811,520 5,206  

 

【支 出】                         （単位：千円） 

項 目 予算額 決算額 差引 主な内容 

総務費 25,773 19,998 5,775 
・実行委員会、事務局の

運営経費 

事業費 790,953 70,184 720,769 

・メイン会場整備の実施 

・協賛会場及びスポット

イベント会場との調

整 

・企業、団体等への出展

勧奨等、展示及び出展

に係る各種調整 

・プレイベントの実施 

・催事の計画、調整の実施 

・参加体験による会場作

り 

・連携推進、人材育成講

座の開催 

・県内外でキャンペーン

活動等の観客誘致 

合 計 816,726 90,182 726,544 
 

 ※支出の決算額は１２月末までに業務完了の金額としており、契約期間が令和２年１月以降まで

続く令和元年度分の契約額（416,196千円）は含んでいない。 
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令和２年度事業計画（案）について 

    

１ 会議の開催 

 ・ フェア閉会後に総会を開催する。 

 

２ メイン会場 

・ メイン会場内の仮設建築物の維持管理及び撤去、花壇、修景施設等の衣替え植栽を 

実施する。 

 

３ 協賛会場及びスポットイベント会場 

 ⑴ 協賛会場 

・ 各会場にふさわしい出展や展示手法を取り入れた協賛イベントを実施する。 

・ 各地域のスポットイベント会場の情報発信を行う。 

・ 県民参加による花修景を行うとともに、会場周辺では「都市緑化シンポジウム」を 

実施する。 

 ⑵ スポットイベント会場 

・ 既存イベント等のブラッシュアップを行い、スポットイベントを実施する。 

 

４ 展示、出展 

・ ひろしまフェアの特色を最大限に活かした展示を実施する。 

・ 企業、団体等による出展の実施、参加型花壇等の設置、コンテストを実施する。 

 

５ 行催事 

・ 主催者催事、集客イベント、交流イベント、連携イベントを実施する。 

 ・ 公式行事として閉会式等を実施する。 

 

６ 協働推進 

・ 参加体験によるフェア会場の花壇づくりや会場づくりのほか、連携推進、 

人材育成講座の開催等を行う。 

 

７ 会場運営 

・ ボランティアによるセンター運営補助や会場サービス等を実施する。 

・ 営業参加による花・緑関連物品の提供及び広島の名物・名産のＰＲを行う。 

・ メイン会場の警備や清掃、案内所等の運営管理、誘導案内及び交通対策等を 

実施する。 

 

８ 観客誘致、広報宣伝 

・ 県内外でのキャンペーン活動、広報ツールの制作、配布、メディア等を活用した 

観客誘致、広報宣伝及び参加協賛を実施する。 

議案第２号 
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令和２年度予算（案）について 

 

 

収支予算 

収入金額  838,746千円 

支出金額  838,746千円 

差 引     0千円 

 

【収 入】                        （単位：千円） 

項 目 金 額 主な内容 

負担金 380,177 
・主催者等負担金 

・協賛金 

繰越金 458,568  

その他 1 ・利息収入 

合 計 838,746  

 

【支 出】                        （単位：千円） 

項 目 金 額 主な内容 

総務費 42,629 ・実行委員会、事務局の運営経費 

事業費 796,117 

・メイン会場維持管理及び撤去の実施 

・協賛会場及びスポットイベント会場でのイ

ベント実施 

・企業、団体等出展の実施、参加型花壇等の設

置、コンテストの実施 

・主催者催事、集客イベント、交流イベント、

連携イベントの実施 

・閉会式等の実施 

・参加体験による会場づくり 

・連携推進、人材育成講座の開催 

・会場運営に係る業務委託 

・メイン会場の運営管理及び交通対策 

・県内外でのキャンペーン活動等の観客誘致 

合 計 838,746  

 

議案第３号 


