
区 分 開 催 年 フェア愛称 主　　催 会　　期 主　会　場 入場者数

第１回 昭和 58年 グリーングロー大阪 大阪府 ９／23～11／23 （62日間） 服部緑地 148万人

第２回 昭和 59年 モアグリーン東京 東京都 10／５～11／10 （37日間）
日比谷公園、代々木公園、上野恩賜
公園、神代植物公園

550万人

第３回 昭和 60年 コウベグリーンエキスポ’85 神戸市 ７／21～11／４ （107日間） 神戸総合運動公園 220万人

第４回 昭和 61年 ’86さっぽろ花と緑の博覧会 札幌市 ６／28～８／31 （65日間） 百合が原公園 148万人

緑と水の博覧会ｸﾏﾓﾄｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｯｸ ’
86

熊本県、熊本市 ８／１～10／12 （73日間） 水前寺江津湖公園 125万人

第５回 昭和 62年 ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾓﾆｰさいたま’87
埼玉県、浦和市、大宮
市、川口市

10／３～11／15 （44日間） 大宮第二公園ほか 206万人

第６回 昭和 63年 緑・花・祭なごや’88 名古屋市 ９／30～11／23 （55日間） 名城公園、若宮大通公園 153万人

第７回 平成元年 ’89グリーンフェア仙台 仙台市 ７／29～10／16 （80日間） 七北田公園、匂当台公園 139万人

第８回 平成３年 ｸﾞﾘｰﾝﾙﾈｯｻﾝｽ北九州’91 北九州市 ９／14～11／11 （59日間） 響灘緑地、勝山公園 135万人

第９回 平成４年 グリーンウェーブ相模原’92 神奈川県、相模原市 10／３～11／23 （52日間） 相模原公園、相模原麻溝公園 181万人

第10回 平成５年 グリーンフェア’93いばらぎ 茨城県、水戸市 ３／27～５／30 （65日間） 偕楽園公園、千波公園 167万人

第11回 平成６年 緑いきいきＫＹＯＴＯ’94 京都府、京都市 ９／23～11／23 （59日間） 梅小路公園、学研記念公園 236万人

第12回 平成７年 ｸﾞﾘｰﾝｼﾝﾌｫﾆｰＣＨＩＢＡ’95 千葉県、千葉市 ８／25～10／22 （59日間） 幕張海浜公園、稲毛海浜公園 159万人

第13回 平成８年 彩りとやま緑化祭’96 富山県、高岡市、砺波市 ４／20～９／１ （135日間） 高岡古城公園、高岡おとぎの森公園 191万人

第14回 平成９年 グリーンフェスタひろしま’97 広島市 ９／20～11／24 （66日間） 広島大学本部跡地、中央公園ほか 156万人

第15回 平成 10年 にいがた緑のものがたり’98 新潟県、新潟市、新津市 ８／１～10／18 （79日間）
県立鳥屋野潟公園、新潟県都市緑花
植物園

98万人

第16回 平成 11年 グリーン博みやざき'99 宮崎県、宮崎市 ３／27～５／30 （65日間） 阿波岐原森林公園 190万人

第17回 平成 12年 マロニエとちぎ緑花祭2000
栃木県、宇都宮市、壬生
町

９／９～11／５ （58日間）
壬生総合公園、壬生町立総合公園、
宇都宮市立総合運動公園

142万人

第18回 平成 13年 夢みどりいしかわ2001 石川県、金沢市 ９／８～11／11 （65日間） 金沢城址公園、兼六園ほか 189万人

第19回 平成 14年 やまがた花咲かフェア'02 寒河江会場 最上川ふるさと総合公園
６／15～８／11 （58日間）

新庄会場 最上中央公園
６／30～８／26 （58日間）

第20回 平成 15年 緑・香・ｉｎ　０ｉｔａ　２１ 大分県、大分市 ４／28～６／29 （63日間） 大分県スポーツ公園、佐野植物公園 90万人

第21回 平成16年
しずおか国際園芸博覧会
「パシフィックフローラ2004」

静岡県、浜松市 ４／８～10／11 （187日間） 浜名湖ガーデンパーク 545万人

第22回 平成17年 アイランド花どんたく 福岡市　 ９／９～11／20 （73日間） アイランドシティ中央公園 115万人

第23回 平成18年 花・彩・祭おおさか2006 大阪市 ３／25～５／28 （65日間） 大阪城公園ほか 202万人

第24回 平成19年
おとぎの国の花フェスタ
inふなばし

船橋市 10／２～11／４ （34日間） アンデルセン公園 21万人

第25回 平成20年 花と緑のシンフォニーぐんま2008 群馬県、前橋市、高崎市 ３／29～６／８ （72日間）
前橋公園、敷島公園、高崎城址公園
周辺ほか

142万人

第26回 平成21年
おかやま花だより2009
～未来へ～

岡山県、岡山市 ３／20～５／24 （66日間） 岡山市西大寺地区、岡山城・後楽園 92万人

第27回 平成22年 やまと花ごよみ2010 奈良県 ９／18～11／14 （58日間） 馬見丘陵公園ほか 210万人

第28回 平成23年 花かごしま2011 鹿児島県、鹿児島市 ３／18～５／22 （66日間）
吉野公園、鹿児島ふれあいスポーツ
ランド

96万人

第29回 平成24年 ＴＯＫＹＯ ＧＲＥＥＮ 2012 東京都 ９／29～10／28 （30日間）
日比谷公園、上野恩賜公園、井の頭
恩賜公園、浜離宮恩賜庭園等

516万人

第30回 平成25年 水と緑のオアシスとっとり2013 鳥取県、鳥取市 ９／21～11／10 （51日間） 湖山池公園ほか
40万人
以上

浜名湖ガーデンパーク(GP)

はままつフラワーパーク（FP)

第32回 平成27年 花と緑の夢あいち 愛知県 ９／12～11／８ (58日間) 愛・地球博記念公園
321.2万人

（メイン73.7万）

第33回 平成28年 ガーデンネックレス横浜2017 横浜市 ３／25～６／４ （72日間）
山下公園、ｸﾞﾗﾝﾓｰﾙ公園、港の見える丘公
園、横浜公園、横浜動物園の森公園ほか 600万人

第34回 平成29年
みどりの丘の花絵巻はちおうじ
2017

八王子市 ９／16～10／15 (30日間) 富士森公園 目標40万人

第35回 平成30年 山口ゆめ花博 山口県、山口市 ９／14～11／４ (52日間) 山口きらら博記念公園 目標30万人

第36回 平成31年
信州花フェスタ2019
～北アルプスの贈りもの～

長野県、松本市、大町
市、塩尻市、安曇野市

４／25～６／16 (53日間)
長野県松本平広域公園、国営アルプ
スあづみの公園、県営烏川渓谷緑地

想定50万人

注１）平成２年は国際花と緑の博覧会開催のため開催されず。

129万人
GP:４／５～６／15（72日間）

FP:３／21～６／15（87日間）

全国都市緑化フェアの開催状況（予定を含む）　

山形県、寒河江市、新庄
市

119万人

第31回 平成26年
浜名湖花博2014
～花と緑の祭典～

静岡県、浜松市


