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開催回数 会場

年度 会場面積

第１回（1983） 大阪府 府）服部緑地

昭和５８年度 (財)都市緑化基金 ７５ｈａ

第２回（1984） 東京都 １０／５(木)～１１／１０(土) 都)日比谷公園他

昭和５９年度 (財)都市緑化基金 ３７日間 １４７ｈａ

第３回（1985） 神戸市 市)神戸総合運動公園

昭和６０年度 (財)都市緑化基金 ２２ｈａ

第４回（1986） 札幌市 ６／２８(土)～８／３１(日) 市)百合が原公園

昭和６１年度 (財)都市緑化基金 ６５日間 ２５ｈａ

第４回（1986） 熊本県・熊本市 県)水前寺江津湖公園

昭和６１年度 (財)都市緑化基金 ２２ｈａ

第５回（1987） １０／３(土)～１１／１５(日) 県)大宮第二公園他

昭和６２年度 ４４日間 １８ｈａ

第６回（1988） 名古屋市

昭和６３年度 (財)都市緑化基金

第７回（1989） 仙台市 ７／２９(土)～１０／１６(月)

平成元年度 (財)都市緑化基金 ８０日間

「国際花と緑の博覧会」（大阪鶴見緑地）開催の為全国都市緑化フェアは未開催、全国都市緑化祭のみ開催

第８回（1991） 北九州市 ９／１４(土)～１１／１１(月) 市)若松区響灘緑地他　　　

平成３年度 (財)都市緑化基金 ５９日間 ６７ｈａ　

第９回（1992） １０／３(土)～１１／２３(月)

平成４年度 ５２日間

第１０回（1993） 茨城県・水戸市 ３／２７(土)～５／３０(日)

平成５年度 (財)都市緑化基金 　　６５日間

第１１回（1994） 京都府・京都市

平成６年度 (財)都市緑化基金

第１２回（1995） 千葉県・千葉市 ８／２５(金)～１０／２２(日)

平成７年度 (財)都市緑化基金 ５９日間

第１３回（1996） ４／２０(土)～９／１(日)　

平成８年度 １３５日間

第１４回（1997） 広島市 ９／２０(土)～１１／２４(休)

平成９年度 (財)都市緑化基金 ６６日間

第１５回（1998） ８／１(土)～１０／１８(日)

平成１０年度 ７９日間

第１６回（1999） 宮崎県・宮崎市 ３／２７(土)～５／３０(日)

平成11年度 (財)都市緑化基金 ６５日間

第１７回（2000） ９／９(土)～１１／５(日)

平成12年度 ５８日間

第１８回（2001） 石川県・金沢市 ９／８(土)～１１／１１(日)

平成13年度 (財)都市緑化基金 ６５日間

第１９回（2002） ６／１５(土)～８／２６(月)

平成14年度 ７３日間

第２０回（2003） 大分県・大分市 ４／２８（月）～６／２９（日）

平成15年度 (財)都市緑化基金 ６３日間

第２１回（2004） ４／８(木)～１０／１１(月･祝) 浜名湖ガーデンパーク

平成16年度 １８７日間 ５６ｈａ

第２２回（2005） 福岡市 ９／９(金)～１１／２２(日) アイランドシティ

平成17年度 (財)都市緑化基金 ７３日間 ５３ｈａ

第２３回（2006） 大阪市 ３／２５(土)～５／２８(日) 大阪城公園内

平成18年度 (財)都市緑化基金 ６５日間 　６６ｈａ

第２４回（2007） 船橋市 １０／２(火)～１１／４(日) 船橋市ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ公園

平成19年度 (財)都市緑化基金 ３４日間 ２７ｈａ

第２５回（2008） ３／２９(土)～６／８(日)

平成20年度 ７２日間

第２６回（2009） 岡山県・岡山市 ３／２０(金)～５／２４(日)

平成21年度 (財)都市緑化基金 ６６日間

第２７回（2010） 奈良県 ９／１８(土)～１１／１４(日) 県営馬見丘陵公園他

平成２２年度 (財)都市緑化基金 ５８日間 ４５ha

第２８回（2011） 鹿児島県・鹿児島市 　３／１８(金)～５／２２(日)

平成２３年度 (財)都市緑化機構 ６６日間

第２９回（2012） 東京都 ９/２９（土）～10/２８（日）

平成２４年度 (財)都市緑化機構 ３０日間

第３０回（2013） 鳥取県・鳥取市 ９/２１（土）～１１/１０（日） 湖山池公園他

平成２５年度 (公財)都市緑化機構 51日間 約１０ha

第３１回（2014） 静岡県・浜松市 ３/２１(金)～６/１５(日)

平成２６年度 (公財)都市緑化機構 ８７日間

第32回（2015） 愛知県 ９/１２(土)～１１/８(日)

平成27年度 (公財)都市緑化機構 ５８日間

第33回（2016） 横浜市 29/3/25（土）～6/4（日）

平成28年度 (公財)都市緑化機構 ７２日間

第34回（2017） 八王子市 ９/１６(土)～１０/１５(日)

平成29年度 (公財)都市緑化機構 ３０日間

第35回（2018） 山口県・山口市 ９/１４(金)～１１/4(日)

平成30年度 (公財)都市緑化機構 ５２日間

第36回（2019）
長野県・松本市・塩尻市

・安曇野市・大町市
春季

平成31年度 (公財)都市緑化機構

みどりの丘の花絵巻
はちおうじ２０１７

富士森公園　他市内６箇所
自然とまちと人を結ぶ『みどりの環境調和都市』

花とみどりでめぐる「彩り」と「輝き」
… 見て、学んで、感じよう、はちおうじ …

ガーデンネックレス横浜2017
山下公園・横浜公園・横浜動物の

森公園他
　『歴史と未来の横浜・花と緑の物語』

　花と緑の夢あいち 2015 愛・地球博記念公園約１９０ha
緑のある暮らしの明日を愛知から

【花を愛し、緑のチカラを知る 全国都市緑化 愛・
知 フェア】

県)吉野公園・市)鹿児島ふれあいス
ポーツランド　52ha

南からの風にのせて！
－よかまち，よか花，よか緑－

群馬県・前橋市・高崎市・（財）
都市緑化基金

花と緑のシンフォニーぐんま2008
前橋公園・敷島公園・高崎城址公

園周辺・中心市街地他157ｈａ
花、緑そして平和　　～利根川の大地から～

水と緑のオアシス
とっとり２０１３

ともに育てる身近な緑
～水と緑につつまれた　世界ジオパークのまちか

ら～

アイランド花どんたく
はじまる、花と緑の幸せ物語
～風・博多からアジアへ～

花・彩・祭　おおさか2006
ひとが動く、まちがかわる

花と緑の晴れ舞台、大阪城を起点として

おとぎの国の花フェスタ
inふなばし

やまと花ごよみ2010
未来へつなぐ「花のもてなし」

　～やまと青垣からの贈りもの～

花かごしま2011

おおいた　緑・香り
夢フェスタ’０３

県）大分スポーツ公園・市）佐野
植物公園　　２９ｈａ

緑・香　ｉｎ　Ｏｉｔａ　２１

静岡県・浜松市・（財）国際園
芸博覧会協会・（財）都市緑化

基金

浜名湖花博
(国際園芸博覧会と同時開催)

花・緑・水　～新たな暮らしの創造～

浜名湖花博２０１４
～花と緑の祭典～

浜名湖ガーデンパーク約４６ha
浜松フラワーパーク約３５ｈａ

　花と緑のオーケストラ
　～水辺で奏でる未来の暮らし～

子どもたちの幸福な未来
　　　　　　～ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝから、世界の子どもたちへの

贈りもの～

おかやま花だより未来へ2009
岡山市西大寺地区１０ｈａ・岡山

城・後楽園・西川緑道他　　約４７
ｈａ

花･緑・ひと　咲いて魅せます　夢おかやま
～晴れの国からの贈りもの～

ＴＯＫＹＯ　ＧＲＥＥＮ　２０１２
上野恩賜公園・井の頭恩賜公園・日

比谷公園他約３０ha
緑の風がふきぬける東京

夢みどりいしかわ２００１
県・市）兼六園周辺文化ゾーン金

沢城址公園　２７ｈａ
人とみどりが織りなす文化のくにづくり

－いま、金沢城址から…－

山形県・新庄市　　　　　・寒河
江市・　　　　　　　　　　　　(財)

都市緑化基金
やまがた花咲かフェア’０２

市）最上川ふるさと総合公園・市）
最上中央公園　１３ｈａ

四季感動　花のやまがた　緑の暮らし

栃木県・宇都宮市　　　　・壬
生町・　　　　　　　　　　　　(財)

都市緑化基金

マロニエとちぎ
緑花祭２０００

県）とちぎわんぱく公園・市）総合
運動公園　７２ｈａ

つなぐ緑　つくる緑　　　　　　　　　こころの緑

創ろう　ふれあう緑　広げよう　明日の地球へ

グリーン博 みやざき'９９
県・市）阿波岐原森林公園　７７ｈ

ａ
きらめく太陽　　あふれる緑のまちづくり

新潟県・新潟市・新津市・(財)
都市緑化基金

にいがた緑のものがたり　'９８
県)新潟会場：県立鳥屋野潟公

園・県立植物園他　６６ｈａ

まち・ひと・くらし　　花ある人を育てる緑

グリーンフェスタ
ひろしま'９７

市)広島大学本部跡地市)・中央
公園他　　２６ｈａ

水　緑　いのちの輝き

富山県・高岡市・砺波市(財)・
都市緑化基金

彩りとやま緑化祭'９６
高岡市)古城公園・高岡市)おとぎ

の森公園他 ３２ｈａ

グリーンシンフォニー
CHIBA'９５

県)幕張海浜公園・市)稲毛海浜
公園　　１１２ｈａ

なつかしい　みどりを　未来に

緑いきいきＫyoto'９４
９／２３(金･祝)～１１／２０

(日)　　　　　　５９日間
市)梅小路公園・府)学研記念公

園　　　　６０ｈａ
「緑の文化」その伝統と創生

みどりの波を今、かながわから
―相模原から緑の発信―

グリーンフェア
'９３いばらき

県)偕楽園公園・市)千波公園他
１３０ｈａ

緑と歴史のロマンを求めて
～心と文化が共鳴する魁の街づくり～

神奈川県・相模原市・(財)都市
緑化基金

グリ～ンウェ～ブ
・相模原'９２

県)相模原公園・市)相模原麻溝
公園　　　３４ｈａ

全国都市緑化フェア開催一覧

グリーンルネッサンス
北九州'９１

緑・花・祭なごや'８８
９／３０(金)～１１／２３(水・

祝)　　　５５日間
市)名城公園・市)若宮大通公園

４７ｈａ

コウベグリーン
エキスポ’８５

７／２１(日)～１１／４
(月・祝)　　　　　　　１０７日

間

埼玉県・大宮市・浦和市・川口
市・　　　　　　(財)都市緑化基

金

グリーンハーモニー
さいたま'８７

モア　グリーン東京

自然と人とのすてきな関係
―水・緑・動物たち そして ふれあい―

平成２年度（1990）

 '８９グリーンフェア
せんだい

市)七北田公園・勾当台公園他
２９ｈａ

都市と緑の調和をもとめて
　　　－いま、杜の都の新時代－

緑ゆたかな快適空間の創造

緑あふれる文化都市圏の創造

人と緑のふれあい　―人間と緑との共生―

緑と水の博覧会
クマモトグリーンピック'８６

８／１(金)～１０／１２(日)
７３日間

ひろげよう　緑の文化

 '８６さっぽろ花と緑の博覧会
GREEN STAGE SAPPORO

人と自然―そのすばらしい関係

つくろう　ふるさと東京の緑を

開催期間・開催日数

グリーングロー大阪 ２１世紀　－あすへはばたく花と緑の大阪

主催組織 愛称 テーマ

９／２３（祝・金）～１１／２３
（祝・水）　　　　６２日間

山口ゆめ花博 山口きらら博記念公園 ほか 　山口から開花する、未来への種まき。

未定 県営松本平広域公園　ほか 未定


