令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業
国産花き日持ち性向上推進協議会
協議会構成団体：北の純情倶楽部、ＪＡ全農山形、北関リシアンサス検討会
ＪＡとぴあ浜松、ＪＡ愛知みなみ、香花園、ＪＡやつしろ、大田花き、
東日本板橋花き、名港フラワーブリッジ、ＪＦ兵庫県生花、福岡花市場、
木本生花、三和陸運、日比谷花壇、パークコーポレーション

＜取組内容＞

戦略品目
切り花：リシアンサス、バラ、ユリ、アガバンサス、アリウム、カラー、輪菊
ガーベラ、ダリア、アリストロメリア、ベニバナ、ビブルナム、ストック
切り枝：ユーカリ、ミモザ、ハナミズキ、センリョウ、モミジ、オリーブ
鉢物：マリーゴールド、ニチニチソウ、ポインセチア、セロシア

＜取組の成果＞

２．流通の効率化・高度化
日持ちを向上させ、輸出を視野にいれた長期輸送や物日
対応にも応用しえる鮮度管理技術を確立させるべく実証試
験を行った。
①予冷・輸送方法の確立 ②台車輸送差圧冷却の検証
③品目別温度・時間値と日持ちの検証 ④低温貯蔵試験
⑤鮮度保持フィルムの有効性
⑥夏季のカーネーションの品質劣化の検証と対策
⑦ボトリチス対策の効果 ⑧ＲＦＩＤタグの有効性の検証

＊差圧予冷機は22℃⇒6℃に25分、冷蔵庫だけだと16時間必要。
＊低温貯蔵 輪菊、STカーネーションでは２℃の温度帯なら３週
間貯蔵しても日持ち性を低下させずに貯蔵可能。
＊鮮度保持フィルム フレッシュライナー等鮮度保持に有効。
＊カーネーションのＳＴＳ処理は１本当たり２～５ppmで良好、
11ppm以上となると薬害が出てしまう。
＊品目別に温度・時間値と日持ちに関係付が出来ることが判明。
＊RFID利用で出入庫作業時間を大幅に短縮、500ケースの入力作
業が２時間半が10分となった。

３．需要の拡大

＊花き日持ち品質管理認証（リレーフレッシュネス）の花の販売
試験（フェアの開催）。店舗スタッフに日持ち認証、理解が低
い。認証の花の品質は好評、お客様のリピートも増えたと報告。
＊花き環境認証ＭＰＳフェアを開催。店のスタッフを含めてＭＰＳ
の認知度が無く、今後の課題。
＊日持ち保証販売実施店舗数 ヤオコー125店、日比谷花壇30店
フラワーショップみやもと7店など合計171店舗。

生産者の日持ち性向上対策に対する意識、日持ちが既
存商品と比較してどう受け入れられるかを店舗、消費者
まで調査すると共に販売への効果を検証する。

４．調査・分析及び成果の普及
産地調査、消費動向調査を行う。また、実証事業の成
果を花き業界に普及を図るためにセミナー、展示会で発
信活動を行った。
①産地調査（視察、聞き取り）②花き消費動向調査
③環境認証意識調査 ④日持ち保証販売効果調査
⑤花き展示会出展 ⑥ウェブ、メディア発信

花き消費動向調査から
＊日持ち保証販売は知らないが78％、利用意向は36％。
＊ホームユースで花を飾る場所は、居間43％、玄関45％で、丈は
30ｃｍ以下を望む。
＊使っている花瓶は、12ｃｍ以下が49％、25ｃｍ以下が70％。
＊環境に対する意識は低い。ＭＰＳへの認知度もない。
＊フローラル・イノベーションに出展して日持ち、ＭＰＳを訴求。

低温貯蔵試験（輪菊）

ＭＰＳフェア ポスター、タグ

展示会で情報発信

＜今後の取組予定＞
本年度は主要花きの予冷と輸送、低温貯蔵試験を行いデータを蓄積すると共に今後の課題が明らかとなった。温度・時間値も日持ち管理に有効であることを
確認できた。RFIDを用いた検品・データ共有に飛躍的に時間短種が可能となり、産地～流通の情報の一元化に向けて取り組んでいきたい。

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
全国鉢物類振興プロジェクト協議会（広域）

戦略品目

協議会構成団体： 一般社団法人日本花き生産協会鉢物部会、日本洋蘭生産協会、鴻巣花き株

国産鉢物類：鉢物、花木類、球根類、花壇用苗物、
盆栽、植木等の根付き花き園芸植物

式会社、株式会社フラワーオークションジャパン、株式会社東京砧花き園芸市場、株式会社青梅イン
ターフローラ、株式会社するが花き卸売市場、豊明花き株式会社、式会社ＪＦ兵庫県生花、株式
会社花満、九州日観植物株式会社等１８会員

＜取組内容＞
３ 需要の拡大
・国営昭和記念公園は、東京都立川市・昭島市にある
代表的な都市公園であり、年間約４５０万人以上の来
場者がある。
・ 都市公園関係者と花き業界関係者の連携により、新た
な花き園芸文化の情報発信と都市住民との交流の図る場
として、季節ごとに、新品種等の紹介展示するモデル花壇
の整備とともに、都市住民と花き園芸の生産・販売関係者
等の直接交流できる場として、フラワー&グリーンマルシェをを
モデル的に企画・開催。

＜取組の成果＞
・ 第１回目フラワー＆グリーンマルシェは、花苗、鉢物、多肉植物、植木等の生産関係者、ハンギングバス
ケットやグリーンアドバイバー等の団体関係者等１５のグループが参加・出展して多様な園芸ワークショップを
展開。
・園芸ワークショップの参加者は、事前にインターネットで募集等行った結果、４００名以上の参加
・併せて、花苗、鉢物、多肉植物等の販売コーナー（補助対象外）も盛況。

・ フラワー＆グリーンマルシェの参加者のアンケート調査によると、369名中328名（98％）の方々が「また
開催してほしい」と回答。

・第１回目フラワー＆グリーンマルシェは、当協議会の会員
である株式会社青梅インターフローラ（花き卸売会社）が
幹事会員となり、令和元年１１月１９日（土）～１０
日（日）に、国営昭和記念公園のゆめひろばで、従来か
らの実施されているアウトドアフェスティバルと合同で開催。

昭和記念公園のグリーン＆マルシェの来場者と多肉植物の園芸ワークショップ

＜今後の取組予定＞
・国営立昭和記念公園との連携・活用の一環として、フラワー＆グリーンマルシェのモデル的開催を３年度程度実証し、その後は、季節ごとのフラワー＆グリーンマルシェの開催を
定着させることにより、新たな園芸文化の発信拠点を確保して、花きの安定的な需要拡大を推進。

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
フラワー需給マッチング協議会（広域）

協議会構成団体： JA全農秋田 JA全農岩手 JA全農長野 JA静岡経済連
JAあいち経済連 JA愛知みなみ JA香川県 JA全農ふくれん JA全農おおいた
JA熊本経済連 沖永良部花き専門農協 JAおきなわ 沖縄県花卉園芸農協
大田花き 旭川生花 とうほくﾌﾗﾜｰｻﾎﾟｰﾄ 新花 宇都宮花き 南関東花き
名古屋花き 他 全41団体（生産地・流通・販売）

＜取組内容＞

戦略品目
切り花：菊類 リンドウ トルコギキョウ カーネーション

＜取組の成果＞

１ 生産供給体制の強化
・実需者・消費者ニーズに対応したスマート規格を前提
とした輪菊効率生産実証にて、栽培期間の短縮（120日
/作⇛100日/作）の栽培実証に取り組んだ。

・定植から収穫開始までの期間が産地慣行栽培では107日に対
し、スマート規格での出荷を前提とした栽培では87日となり、
対慣行栽培では81％に短縮された。出荷終了までの期間につい
ても、98日とほぼ目標を達成した。
また、単位面積あたりの収穫量も116％と増加した。
輪菊効率生産実証の様子

２ 流通の効率化・高度化
・大口需要者（ブーケメーカー）の使用実態に合わせ
た、スマート規格を前提に輪菊を使用し、1本あたりの
出荷経費（資材費・輸送費）の縮減効果の検証を行っ
た。
３ 需要の拡大
・スマート規格の価格策定の根拠を示すために、慣行規
格で実需者が一次加工時（短茎化・脱葉処理）に出る廃
棄物の量を、実証を通して数値化し、作業コストの可視
化を図った。

＜今後の取組予定＞

・他品目でのスマート規格の策定
・需要期に合わせた出荷体制の確立

・慣行規格（90㎝・200本入）を宅配業者で市場へ輸送するに
は、宅配料金は￥2,000（大手宅配業者規格表調べ）、箱代は
￥500となるが、同寸法の箱にスマート規格化（70㎝+35㎝脱
葉）された花材は、250～300本を入れる事が可能となり、250
本入では対慣行比80％・300本入では67％まで縮減可能となる
事が実証された。

スマート規格化された花材の納入

・実証では国産の輪菊を使用し、主要産地（愛知県・福岡県・静岡県・沖縄県産）をサン
プルとして設定することにより、慣行規格からスマート規格化する際に出る廃棄物量と時間
が理論値として示され、それぞれのブーケメーカーにおける作業コストが明確になった。
例）ブーケメーカーAでは、年間の白輪菊使用量から出ていた廃棄物量は28.3tに及ぶこと
が分かり、廃棄料金や作業コストに置き換えると1本あたり約12円となる。これを生産地還
元の根拠とした。

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
ＦＡＪ国内生産活性化協議会（広域）

戦略品目

協議会構成団体： 株式会社フラワーオークションジャパン
浪江町花卉研究会
大井川農業協同組合

切り花：マーガレット、ニホンスイセン、サイネリア、フリージア
切り枝：アカシア

＜取組内容＞
１ 生産供給体制の強化
・生産が減少もしくは需要が増加している品目について、
必要とされる時期に必要な規格で効率よく出荷するた
めの栽培技術の確立を目指し、下記の品目の栽培実証
に取り組んだ。
・マーガレットについて、12月～2月の出荷割合を増や
す栽培方法の確立に向けた調査、実証。
・ニホンスイセンについて、平地、ハウスなど栽培管理
しやすい環境での生産技術の確立、および従来産地よ
りも出荷期間の延長が見込める栽培技術の実証。
・サイネリアについて、株あたりの収量増加、および
１月前半からの出荷を目指した栽培技術の確立。
・フリージアおよびアカシアについて、新規で生産を始
める産地が、需要に合った規格を目指した栽培をおこ
なうための技術の確立。
３ 需要の拡大
・大田市場中央通路、ＦＡＪイベントにて花き販売者向
けに産地での取り組みを紹介。
・一般消費者に向け、都内で開催したイベントでの取り
組み紹介。

＜今後の取組予定＞

＜取組の成果＞
・マーガレット：今年度は定植の遅れがあり、予定通りのピンチ
ができずに開花となったが、防除、かん水については、管理の
ポイントを確認することができた。適切な時期の定植、ピンチ
により、夏植えの作型の確立が可能と思われる。
・ニホンスイセン：草丈は60㎝まで伸ばすことができた。ボリュ
ーム、はかまも十分に確保できた。葉が柔らかく垂直にならず
垂れてしまうのが課題。栽培間隔、施肥等の調整が必要。
・サイネリア：電照（促進）の効果を確認することができた。電
照効果により例年の出荷よりも２週間程度出荷期間を早めるこ
とが可能となった。
・フリージア：この地域での栽培実績のデータがないため比較は
できないが、電照（促進）を使用し、３月上旬から採花可能
となった。
・アカシア：福島では露地は不向きであったが、ハウスでの栽培
を基本として引き続き株を育てていくことで、数年後の収穫の
可能性は十分見られた。
・２月中旬、取り組み紹介として、花き販売者向けにマーガレット
の展示をおこなった。
・2/15（土）～16（日）開催の「世界らん展2020」にて、浪江町
で出展したブース内にて、浪江町の花生産の取り組みについて紹
介をした。合わせてＪＡ大井川のマーガレットも紹介させていた
だいた。

・天候の被害を受けにくい栽培環境（ハウス、風よけ等）を前提とし、定植間隔の調整や仕立の技術の確立（ニホンスイセン・アカシア）。

・マーガレットの認知度を高めるための新品種導入。

ニホンスイセンのハウス
栽培の様子

福島ではアカシアの露地
栽培は不向き

マーガレットの展示（ＦＡＪ）

令和元年度～２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
花き生産供給力強化協議会（広域）
協議会構成団体：
一般社団法人 日本花き卸売市場協会、 一般社団法人 全国花卸協会
一般社団法人 ＪＦＴＤ、 一般社団法人 日本花き生産協会

＜取組内容＞
１ 生産供給体制の強化
• 日没後昇温(EOD)・CO2施用等技術の導入による高
品質花きの安定生産技術の実証

戦略品目
切り花：輪ぎく、カーネーション、スプレーマム、バラ

＜取組の成果＞
• カーネーションについて、品質に影響を及ぼすことなく秋冬
期作型の到花日数の短縮と採花本数増加(12％)を確認。実証
試験の成果を令和３年度園芸学会春季大会でポスター発表。

• 特定波長LED光による開花調整技術の調査

• 全国5試験研究機関等が特定波長照射による生育促進及び生
育抑制効果について調査・分析

• 高輝度ＬＥＤ補光による安定多収技術の実証

• 同一施設内における良品質等級花きの出荷率向上を確認。更
なる安定化のための検証を実施中

３ 需要の拡大
• 花き日持ち性向上生産管理基準の策定と認証制度の
運用開始
• 花のある暮らしを提案する花小売専門店従業員向け
「花シェルジュ」認証制度の検討・試行運用の開始

• 認証基準を遵守する生産者・生産者団体18者1,000名超が認証
を取得。高品質花きの生産出荷を実践中
• 切り花の品質管理技術に加え、花のある生活の良さを提案
できるコミュニケーション能力を備えた花小売専門店従業
員育成のための講習会と認定試験を実施。
• 2021年2月現在201名が「花シェルジュ」を取得。

＜今後の取組予定＞
• 日没後昇温による生育促進・増収に対応した施肥設計等の検討。
• 高輝度LED補光による高品質化及び特定波長LED光による開花調節技術の調査検証の継続。特に品種間による感受性の相違について確認。
• 花シェルジュ認証取得者の拡大及び制度の普及啓発の加速化。

写真

写真

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
全国花き振興協議会（広域）
協議会構成団体： 日本花き生産協会、日本花き卸売市場協会、
全国花卸協会、日本生花商協会
日本インドア・グリーン協会、JFTD

＜取組内容＞

戦略品目
切り花：全般

＜取組の成果＞

３ 需要の拡大
・ 全国小中高校生・学習塾の児童・生徒を対象に、
花きを用いた授業（座学と実技）を実施、若年層の
新規需要の創出を目指す。

フラワーゼミ受講者に以下のパターンをいくつか組合せた上で、花きの体験を
４週にわたって実施し、アンケートに回答してもらった。
パターンA：花を選んで花束にして持帰る（６種類から3本選ぶ）
パターンB：選べない花束を持帰る（出来上がった3本の花束）
パターンC：花束をもらえない
終了後アンケート調査を行い心理状態を解析。
結果、学習環境に花があることが、ポジティブな気分をもたらしたことが判り、
さらに花を選べることにより効果が更に大きくなることが判明した。

自宅に花を飾っての学習

＜今後の取組予定＞

・全国の小中高校・学習塾の児童・生徒を対象にフラワーゼミを実施、若年層へ学習環境における花きの効用を実感してもらい、
かつ教職員や保護者に花きの効用浸透を目指し新たな需要喚起を図る。

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
国産花き需要拡大推進協議会（広域）
協議会構成団体、花きの生産団体、花きの卸売市場団体、花きの仲卸団体、花き関連資材団体、花きマーケティング団体
花き環境認証会社、花みどりの専門メディア、生活提案メディア、花きの種苗会社、花きの生産者、花きの流通会社、花きの販売会社
会員数：33会員、中央検討委員：28名、企画検討委員：27名

戦略品目
切り花：ホームユース用途
調査・実証ターゲット
対象：花の初心者（女性25～65歳）

＜取組内容＞

＜取組の成果＞

①花のホームユース消費者実態定量調査（ネット調査）
・全国政令指定都市在住の25〜65歳の女性2,000名対象
②花のホームユース消費者実態定性調査（対面調査）
・現ユーザー・潜在層 計4グループでインタビュー実施

①日本の花消費を支えてきた女性の花離れ、とりわけ、ホームユースの消費実態調査を実施
・花消費の実態：定着層 11.0％、弱関心層 14.5％、潜在層 31.0％、無関心層 43.5％
⇒花の消費拡大の考え方：定着層と弱関心層の底上げ、潜在層の掘り起こし
・消費者の花に関する知識レベル 平均で6割の人が「知識が無い」と回答
※年代別でみると、20代 8割、30代 7.5割、40代 7割、50代 5割、60代 4割
・花の買い方 平均で3割の人が「買い方がわからず、経験が無い」と回答
※年代別に見ると、20代 4.5割、30代 4割、40代 3割、50代 2割、60代 1割

３ 需要の拡大
●調査・分析

●消費拡大プロモーション活動
③初心者向け花のABCを伝えるワークショップによる実証
・ワークショップの参加者は主催花店が商圏内の潜在客
を独自に集客、開催場所も独自で確保し開催。
ワークショップの進行マニュアル、使用花器･資材類は
検討委員で企画選定し、協議会より自動供給。
花材のみ主催花店が手配。
・花の扱い方ABCと自宅で簡単にできる花飾り方を体験
・参加者には主催花店で花交換できるスタンプカードを
を配布（6週分）。
・主催花店、参加者にはアンケートを3回実施し、調査
課題解決のプログラムの効果を実証
●成果の普及
④業界向け普及啓発サイト開設、パンフレット・動画作成
※事業実施報告会は、新型コロナウィルスの感染防止の
ため開催自粛、中止。協議会の公式サイトにて、調査
結果、プログラムの実証効果、コンテンツを提供

②①定量調査から生活者の深層心理を深堀りするため、属性別グループインタビューを実施
・グループインタビューから見えた花を買わない生活者の本音
花に関する知識や経験が無いため、花の買い方、飾り方がわからない。
花は贈るもの、もらうもの。身近なものではなく、特別なものという固定観念。
花を家に飾るには、きちんと、豪華に飾らなくてはダメという潜在意識。
花店の敷居の高さ（店に入り難い、忙しそうで声を掛け難い、値段がわからない）
⇒ ①･②の調査課題：花に関する知識不足、経験の無さ、特別なものという意識の払拭
③調査課題から花の初心者向けのワークショップを企画、開催し、プログラムを実証評価
・全国主要都市17の花店で実施、323名の花初心者が参加
・参加者の属性：定着層 24.2％、弱関心層 7.7％、潜在層 61.4％、無関心層 6.7％
・参加者の知識レベル：花の扱いに自信の無いとの回答 約75％。
・ワークショップの満足度：98.7％が良く理解でき参考となったと回答。
・参加者の約7割が来店時の花交換を利用。花のある暮らしが良いと感じたからとの理由。
・花交換期間中、終了後の興味度：7→6割 生活に取り入れたいとのポジティブ回答。
・同、自宅用の花購入の気持ち：いずれも8割 今より購入は増えるとのポジティブ回答。
⇒ 花のABCプログラム：花の知識・経験値が向上し、花のある暮らしと花購入の動機UP
④国産花き需要拡大推進協議会の公式サイト : https://homeuse-hana.jp/activity/

＜今後の取組予定＞ 本事業の調査結果、プログラムの実証効果、各種コンテンツの業界内普及啓発と、より実証効果の高い花初心者向けプログラムの企画開発

