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淡路花博 20 周年記念 花みどりフェア  

春期開催について 

 
「淡路花博 20 周年記念 花みどりフェア」は、淡路島を舞台に、春期フェアを３月 20 日（土・祝）

から開催します。 

 開催期間中は、新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で、メイン会場では 72 件の展示・行

催事を実施して、フェアを盛り上げます。 

 また、３月 20 日は、開会式を実施するとともに、各種イベントを開催し、来場者をお迎えします。 

 

記 
 
１ フェア開催概要（春期） 

（１）開催テーマ みなとつながる「花  緑  食の島」淡路 
（２）期    間 令和３年３月 20 日（土・祝）～５月 30 日（日） 72 日間 
（３）メイン会場 淡路夢舞台、淡路島国営明石海峡公園、洲本市中心市街地、 

淡路ファームパーク・イングランドの丘 
    ｻ ﾃ ﾗ ｲ ﾄ会 場 あわじ花さじき、ウェルネス・パーク五色、淡路人形座等 76 の観光施設 
（４）展示･行催事 メイン会場で実施される展示・行催事は 72 件 
         （内訳：淡路市 39 件、洲本市 12 件、南あわじ市 21 件） 
  

２ 開会式  

新型コロナウイルス感染症の状況に鑑みて、関係者のみで実施します。 

(1) 日 時  令和３年３月 20 日（土・祝）午前８時 40 分～午前９時 30 分 

(2) 場 所  淡路島国営明石海峡公園 東浦口ゲート前 

         ＊雨天時／淡路夢舞台国際会議場 イベントホール 

(3) 内 容（予定）     

①開会の辞 

   ・実行委員会委員長（淡路島くにうみ協会理事長）石村 健 

②実行委員会名誉会長挨拶 

   ・実行委員会名誉会長（兵庫県知事）井戸 敏三 

③来賓挨拶 

④地元市長挨拶 

⑤来賓紹介 

⑥テープカット＊演出（和太鼓演奏） 木村優一 

参加者：関係者、ＳＴＵ48門脇
かどわき

実
み

優
ゆ

菜
な

(淡路島出身)、タレント 武田訓佳
た け だ く に か

、庭師 村雨
むらさめ

辰
たつ

剛
まさ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成年月日 令和３年３月１５日 

作成部局 

課室名 

県土整備部まちづくり局公園緑地課 

 (一財)淡路島くにうみ協会記念事業推進室 
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【開会式当日に開催される主なイベント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
＊新型コロナウイルス感染症拡大の影響等によりこれらのイベントを中止する場合があります。 

 

３ 新型コロナウイルス感染防止対策 

 (1)現地で調理を行わず、衛生基準の整った店舗等で予め調理  

ただし、テントを別にするなど調理エリアと販売エリアを分離した場合や、飛沫感染 

の恐れが少ないキッチンカーにより飲食を提供する場合、例外的に現地調理可 

(2)飲食物は、蓋付きの容器に入れるなど、飛沫付着防止策を講じた上で提供  

(3)飲食可能な場所（飲食エリア）を限定し、他の場所での飲食は禁止 

  屋内においてはＣＯ２センサーの設置を推進 

(4)食事の際は扇子やマスク等により飛沫を防止 

(5)フェア会場外において感染予防の周知啓発を実施 

 (6)新規感染者数の増減傾向を常時注視し、状況に応じて飲食提供に制限追加 

 

〈問い合わせ先〉 

県土整備部まちづくり局公園緑地課花みどりフェア担当 TEL0799-73-6061 

○淡路人形浄瑠璃 特別公演 
（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾗｲﾌﾞﾄｰｸｼｮｰは初日のみ） 
 淡路島ゆかりのアーティスト清川あさみ総合プロデ
ュースの新演目｢戎舞＋(えびすまいぷらす)｣と、歌舞伎
役者の尾上松也氏をお招きしたオープニングライブト
ークショーを開催 
 ■開催場所：淡路人形座  
 ■開催時間：15:30～16:45 

○ＳＴＵ48 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾗｲﾌﾞ＆武田訓佳ﾄｰｸｼｮｰ 
 地域メディア「KOBE＿TV」において、「花みどりフェ
ア動画チャンネル」の特設ページを開設し、インターネ
ット中継によるリアルタイム配信を実施。 
 ■開催場所：淡路夢舞台野外劇場 
 ■開催時間：13:00～15:00 

○県産鶏卵・鶏肉消費拡大キャンペーン 
 県内外での高病原性鳥インフルエンザ発生を受け、県
産鶏卵・鶏肉消費促進のため、来場者へ県産の卵や卵・
鶏肉加工品等を配布（2,000 セット） 
 ■開催場所：淡路島国営明石海峡公園 
 ■開催時間：9:30～（なくなり次第終了） 

○村雨辰剛 庭づくり＆トークイベント 
（庭の展示は通期） 
 村雨氏が淡路島をテーマにした庭を制作。初日には、
オープニングセレモニーとトークショーを開催 
 ■開催場所：淡路ファームパーク・イングランドの丘 
 ■開催期日：12:00～13:30 



１ 開催概要

国際園芸・造園博「ジャパンフローラ2000」(淡路花博)から20周年を記念し、淡
路花博がめざした人と自然との共生の理念を継承発展させるため、花みどりフェア
を令和３年春と秋の２シーズンにわたり開催する。
本フェアでは自然、歴史・文化､食など淡路島の魅力を全国に発信するとともに､

ウイズコロナ･ポストコロナ時代の新しい‟生活様式“を踏まえたイベントも実施する。

淡路花博20周年記念 花みどりフェア（春期）全体概要

（１）開催テーマ みなとつながる「花 緑 食の島」淡路
（２）主 催 淡路花博20周年記念事業実行委員会
（３）メイン会場 淡路夢舞台、淡路島国営明石海峡公園、洲本市中心市街地、淡路ﾌｧｰﾑﾊﾟｰｸ･ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの丘

ｻﾃﾗｲﾄ会場 あわじ花さじき、ウェルネスパーク五色、淡路人形座等 76の観光施設
（４）期 間 春期 令和３年３月20日（土・祝）～５月30日（日） 72日間
（５）展示･行催事 メイン会場で実施される展示・行催事は７２件

２ 主な展示・行催事

豊かな自然・温泉に恵まれた 癒しの島 歴史と文化薫る 国生みの島

春のカーニバル
花緑ファン、愛好家をはじめとした会場来場者へ驚きと感

動を与える巨大な花修景を展開
■開催場所：国営明石海峡公園
■開催期日：通期
高校生花とみどりのガーデン
兵庫県内の高校生のグループが制作した独創的な庭を展示
■開催場所：淡路夢舞台（９号園路）
■開催期日：３月２０日（土祝）～５月９日（日）
淡路交流の翼港×明石海峡大橋クルーズ
大型遊覧船｢咸臨丸｣を活用した｢海から感じる花の島｢淡路

島｣｣と世界一の吊り橋｢明石海峡大橋｣を巡る特別な体験ｸﾙｰｽﾞ
■周遊エリア：淡路交流の翼港から明石海峡大橋を周遊
■開催期日：通期（運休日あり）
うみぞら映画祭2021 in 淡路島
海の上に巨大スクリーンを浮かべ、映画を鑑賞する｢うみ

ぞら映画祭｣を開催
■開催場所：大浜海水浴場
■開催期日：５月２８日（金）～３０日（日）

和食のふるさと 御食国の島

ＶＲで体感する淡路島の暮らしＶＲで体感する淡路島の暮らし

古民家
ビフォアーアフター

淡路島食材で
料理対決！！

花みどりフェア動画チャンネル開設 ー｢ﾃﾞｼﾞﾀﾙ革新の加速｣を意識した取組みの実施ー
地域のメディア「KOBE_TV」において、｢花

みどりフェア動画チャンネル」の特設ページを
開設しSTU48のステージ等のライブ配信

パリとのオンラインワークショップ
フランス・パリとオンラインで結び、ダンボー
ルアートのオンラインワークショップを実施。
兵庫県出身の造形作家・玉田多紀氏が子供でも
作れる小動物のダンボール作品の制作を指導。
■開催場所：４月３０日（金）
■開催期日：パリ市内日本文化会館内

３ 開会式・当日開催されるその他の主なイベント

【開会式】
１日時 令和３年３月20日（土・祝）

午前８時40分～午前９時30分
２場所 淡路島国営明石海峡公園

東浦口ゲート前

スプリングメッセ2021
淡路島のとっておきを｢見つけ

る・味わう・手に入れる｣をテーマ
に、サクラマスやサワラなど淡路
島の良質な旬の食材が堪能できる
イベントを開催
■開催場所：淡路夢舞台

（芝生広場）
■開催期日：４月１７日（土）

１８日（日）
SHIMA SWEETS Garden
島スイーツガーデン
’’淡路島’’の自然が育む新鮮な素

材(牛乳・玉ねぎ・たまご等)を使用
した｢島スイーツ｣を一堂に集める。
■開催場所：国営明石海峡公園

（ビジター棟及び
その周辺）

■開催期日：４月１０日（土）
１１日（日）

淡路人形浄瑠璃 特別公演
淡路島ゆかりのアーティスト清川

あさみ総合プロデュースの新演目｢戎
舞＋(えびすまいぷらす)｣の特別公演
を開催
また、子供向けワークショップも

実施
■開催場所：淡路人形座

淡路ファームパーク･
イングランドの丘

■開催期日：通期
｢お帰り松帆銅鐸｣記念講演
南あわじ市で2015年に見つかった

弥生時代の青銅器｢松帆銅鐸｣をテー
マとした古代出雲歴史博物館の専門
家による記念講演を実施
■開催場所：南あわじ市中央公民館
■開催期日：３月２１日（日）

【当日開催されるその他の主なイベント】
STU48ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾗｲﾌﾞ＆武田訓佳ﾄｰｸｼｮｰ
■開催場所：淡路夢舞台野外劇場
■開催時間：13:00～15:00
※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによるﾘｱﾙﾀｲﾑ配信も実施

淡路人形浄瑠璃 特別公演
（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾗｲﾌﾞﾄｰｸｼｮｰ）
■開催場所：淡路人形座
■開催時間：15:30～16:45

村雨辰剛 庭づくり＆ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ
■開催場所：淡路ファームパーク・

イングランドの丘
■開催時間：12:00～13:30

県産鶏卵･鶏肉消費拡大ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
■開催場所：淡路島国営明石海峡公園
■開催時間：9:30～（なくなり次第終了）

別紙１

島くらしフェスタ ー｢分散型社会への転換｣を意識したイベントの実施ー
「暮らしの選択肢に淡路島を!｣をキーワードに､淡路島での暮らしをまるごと体験
■開催場所：淡路夢舞台 野外劇場・芝生広場
■開催期日：３月２７日（土）・２８日（日）
・淡路バーチャル暮らし体験ツアー
３６０度カメラで撮影した淡路島の自然豊かな暮らしをバーチャルに体感

・ワーケーションリアル体験
淡路島で働きながら休暇を取るワーケーションのリアル体験

・香りのスタンドバー×島のマルシェ
ハーブやエッセンシャルオイルなど香りを楽しむ暮らしを体感し、新鮮な島

野菜を生産者と話しながら安心して楽しく買い物ができるブースを設置
・淡路アウトドアキッチンライブスタジアム
淡路島の食材を使ったBBQの達人による究極のBBQ対決

【ウイズコロナ・ポストコロナ時代に則して拡充したイベント】
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淡路花博20周年記念花みどりフェア（春期）における新型コロナウイルス感染防止対策
１ フェア会場における感染防止対策

２ フェア会場外における感染防止対策

３ 感染症が再拡大した場合の対策
(１)新規感染者数が再拡大した場合

新規感染者の増加・減少傾向を常時注視し、状況に応じてイベントの実施について制
限を加えていく。

(２)緊急事態宣言が発出された場合
県対処方針に基づき、県対策本部から示される「イベントの開催自粛要請」等を判断

基準とし、関係機関と協議しながらフェアの中止について判断する。

(１)島内観光・飲食施設等へのコロナウイル
ス感染予防啓発

バ ス サービスエリア

車内消毒 消毒液設置

･車内換気
･光触媒空気清浄機の設置

売店会計の飛沫防止用フィ
ルム設置

運転手の運行前検温 会計、券売機前の足跡マー
クの貼付

･運転席への飛沫防止ﾊﾟﾈﾙ･ｽｸﾘｰﾝの設置
･乗客席間の飛沫防止ｽｸﾘｰﾝの設置 ポスター等での注意喚起

消毒液設置 フードコートの席の間引き

(１)症状のある方等の入場・参加制限
行催事の来場者の入場を制限する条件を規定し、事前に周知するとともに、入場口

において検温等（37.５℃以上の発熱がある方の入場制限、マスクの着用の要請等）
を実施する。
(２)兵庫県新型コロナ追跡システム等の活用
①ＱＲコードの提示と登録

行催事ごとに行催事を実施する事業者がＱＲコードを取得の上、各イ
ベント会場入口において､ＱＲコードを掲示する看板等を設置して､来場
者には兵庫県新型コロナ追跡システムへの登録を要請する。
※家族・グループで来場の場合、代表者のみの登録で可
②ＣＯＣＯＡインストールの要請

厚生労働省が提供する接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」について、
インストールを要請する。

(３)人と人との距離等３密(密閉、密集、密接）回避
イベント会場内において、対人距離（できるだけ2ｍを目安に最小1ｍの距離）を確

保し、３密（密閉、密集、密接）の全部又は一部が発生することがないよう、入場制
限や間隔をあけた列整理対策等を実施する。

新型コロナウイルス感染予防対策
啓発チラシ

(２)バス事業者、サービスエリア（SA）管理者への要請等
バス事業者及びSA管理者に対し、コロナウイルス感染予防対策の更なる徹底を要

請するとともに、バスやSA内での啓発チラシを配架し周知する。
②感染予防効果のある啓発グッズ(ウェットティッシュ1,000個)を作成

し､淡路サービスエリアで３月27日(土)に開催予定のイベント時に配
布し周知する。

(４)イベント会場ごとの会場滞留者数の上限の設定
定員が定められていない屋外の場合、イベント会場内で対人距離（できるだけ２ｍ

を目安に最小１ｍの距離）を確保できるように、実施する行催事ごとにあらかじめ会
場内の滞留者数の上限を設定する。

（内閣官房新型コロナウイルス
感染症対策推進室HPより）

飲食店以外用添付

（外食業の事業継続のため
のガイドラインより）

飲食店用

①コロナウイルス感染予防の啓発ステッ
カーを作成して、島内の観光施設等

（約100箇所／1,400枚）及び飲食施設
（約600店舗／3,700枚）に掲示し周知

している。

(多くの来場者が見込まれる主なイベント）

別紙２

① 調理に関すること
ア）調理エリアの限定

・現地で調理を行わず、衛生基準の整った店舗等で予め調理
・ただし、テントを別にするなど調理エリアと販売エリアを分離した場合や、飛沫感

染の恐れが少ないキッチンカーにより飲食を提供する場合、例外的に現地調理可
② 提供に関すること
ア）販売物の衛生管理

・飲食物は、蓋付きの容器に入れるなど、飛沫付着防止策を講じた上で提供
・割り箸等の直接口に触れる食器については、個別包装又はその都度配付

③ 飲食エリアに関すること
ア）飲食エリアの限定

・飲食可能な場所（飲食エリア）を限定し、他の場所での飲食は禁止
・花みどりフェアにおいて実施される行催事では、アルコール飲料を提供しない。

イ）飲食エリア内の間隔確保等
・テーブルと椅子を設置する場合、１テーブル
（１長いす）に１グループ（４人までとする）で

の使用とし、相席は禁止とする。なお、十分に
距離を確保できていない場合は、アクリル板を
利用した飛沫飛散防止対策を講じる。

・飲食エリアにおいては、会話の際は扇子やマスク
等により飛沫を防止し、また、席の近くに消毒液
を置き清掃・消毒を実施する。

・屋内エリアではＣＯ2センサーの設置を推進する。

(５)飲食に伴う感染防止対策

イベント名 開催日 予定人数 場所

 スプリングメッセ2021  4/17(土)・18(日)  各日5,000人  淡路夢舞台芝生広場

 Tokyo Catch Ball Club
 2021 in Awaji

 5/22(土)・23(日)  各日1,500人  淡路島国営明石海峡公園

 ロハスフェスタ淡路島  5/29(土)・30(日)  各日10,000人
 (時点最大5,000人)

 淡路島国営明石海峡公園
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