
＜取組内容＞ ＜取組の成果＞

１ 生産供給体制の強化

３ 需要の拡大

・ トルコギキョウの安定生産と出荷数量増加のため、
緑色LED防蛾灯を導入、害虫被害軽減効果の有効性
を実証し、収益性の向上を図る。

・ 夏秋ギクにおいて実需者の求める等級の発生割合を
増加させるため、適正な栽植密度を実証し、収益性
の向上を図る。

・ 花のイベントや物日、飾花習慣を醸成するため、
県内各地で県産花きをPRし、需要を喚起するため
の消費拡大プロモーション活動を実施した。

・ 戦略品目の需要拡大を図るため、本県花きの流通、
消費地である都市圏において、生産者と実需者の
交流の場を設け、実需者との連携促進を図った。

・ 児童、生徒を対象に、戦略品目の県産花きを用い
た花育教室、園芸福祉体験を行い、若年層の新規
需要の創出を図った。

＜今後の取組予定＞
・生産供給体制の強化を図るため、輪ギクやガーベラ等の戦略品目において、炭酸ガス施用による品質向上、生産量増加を実証し、収益性の向上について検証する。
・戦略品目の需要の拡大を図るため、一般消費者向けには需要喚起のため消費拡大プロモーション活動を実施し、実需者向けには戦略品目の展示プロモーション、トレード
フェアなどを実施することで、認知度向上を図る。

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・ 緑色LEDによる電照によって、被害株率は無処理に比べ
最大44％減少した。またランニングコストを試算した結
果、10ａあたり約1.8万円の所得向上が見込まれた。

・ 栽植密度を17～50%増加させたことで、実需者の求める
等級の発生割合が増加し、収益性の向上が見込まれたが、
施設のタイプにより適正な栽植密度は異なった。 緑色LED防蛾灯

・ 消費拡大PR活動である「ふくおかフラワーフェア」を開
催した。来場者へのアンケート結果（416名回答）より
参加後の花き購入頻度が増えると回答した割合は73%で
あった。

・ 県内産地代表者と市場担当者とのトレードフェア（大阪
）を開催し、県内から５団体が参加。当該活動で新たな
取引が２団体で成立した。

・ 児童、生徒を対象とした花育、園芸福祉体験を行った。
参加した対象者（計272名）へのアンケート結果より、
体験後に自宅で花を飾る機会が増加したと回答した割合
は43％であった。

協議会構成団体： 福岡県、福岡県花き園芸連合会、全国農業協同組合連合

会福岡県本部、福岡県花き市場協議会、福岡県花商団体連合会

花あふれるふくおか推進協議会（福岡県） 戦略品目
切り花：輪ギク、ガーベラ、トルコギキョウ、カーネー

ション、ケイトウ、リンドウ
鉢もの：アジサイ

ふくおかトレードフェア
in Osaka

ふくおかフラワーフェア2020



＜取組内容＞ ＜取組の成果＞

１ 生産供給体制の強化

２ 流通の効率化・高度化

３ 需要の拡大

・ 洋ぎくの高温期安定生産に向けて、良質切花生産が期
待できる品種の選定と安定生産･計画出荷に向けた夜間
冷房技術を実証する。

・ フザリウム病菌によるトルコギキョウ立枯病対策とし
て、低濃度エタノールを利用した土壌還元作用による土
壌消毒技術を実証する。

・ トルコギキョウ、ガーベラ、ラナンキュラスの輸
出拡大に向けて、台湾への海外輸送ルート整備と、
それに伴う輸送中の品質管理技術を実証する。

・ 県産きくの消費拡大と認知向上に向けて、長崎市内
料亭や長崎県庁１階エントランスホール等にて、県産
きくを使用した正月飾りやオブジェを展示した。

＜今後の取組予定＞
・洋ぎくの高温期安定生産に向けて、今回の選定品種の作付拡大を進めるとともに、他の洋ぎく品種でもヒートポンプによる夜間冷房技術への適性を検証する。
・トルコギキョウ立枯対策は、消毒効果が低かった施設周縁部（妻面、側面）の要因を明らかにし、消毒効果の高い土壌消毒方法を検証する。
・台湾輸出拡大に向けて、今回取り組んだ品目以外でも輸送中の品質管理技術を検証する。

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・ 8月出荷作型、9月出荷作型及び10月出荷作型それぞれに
て、良質切花生産が期待できる15品種に対し、ヒートポン
プを活用した夜間冷房技術を実施した結果、開花特性や品
質特性や日持ち性の特徴を把握できた。

・ 12月出荷作型にて技術実証を実施した結果、施設の妻面
や側面といった消毒効果が弱い場所は立枯率約7割であった
が、施設中央部は約7割から約3割へ大きな改善が見られた。

検討会の様子

・ 来場者１８５名にアンケート調査を実施した結果、「自
宅で飾りたい（購入したい）」と思われた方が１７５名で
あった。また、 花を購入する際に気になるところとして
、「花の鮮度」と回答した方が１４３名おり、最も多い回
答であった。

協議会構成団体： 長崎県花き振興協議会各専門部会（きく、カーネーション、ば

ら、洋ラン、鉢物、草花）、全国農業協同組合連合会長崎県本部、県内５JA、
長崎花き園芸農業協同組合、佐世保花き園芸農業協同組合、佐世保青果株
式会社、㈱諫早花市場、長崎県

長崎県花き振興協議会（長崎県） 戦略品目
切花：きく、カーネーション、トルコギキョウ、ガーベラ、ラナンキュラス
鉢物：ラベンダー

台湾バイヤーとの意見交換

アンケートに答えている来場者

・ 輸送中の温度管理の状況や国内輸出拠点施設及び台湾着
荷時の品質を確認した結果、梱包方法を改善する必要があ
ったが、花弁痛みや灰色かび病等の障害は概ね抑えられた。



＜取組内容＞ ＜取組の成果＞

３ 需要の拡大

・ 小・中・高校生を対象に、戦略品目の県産花き
を用いた花育教室を行い、若年層の新規需要の創出
を目指す。
戦略品目の花きの生産状況と日持ち品質向上の取

組みのPR及びフラワーアレンジメントの実施方法
のリーフレットを作成し、花育教室で配布する。

・ 県内市場で開催される花まつりにおいて、戦略
品目の花きを使用したフラワーコンテスト及びデモ
ンストレーションを行い、生産状況と日持ちの良さ
をPRすることで、戦略品目の花きに対する県内消
費者の関心を高め、消費拡大を図る。

＜今後の取組予定＞
・花育教室について、これまでの小・中・高校生の他、次の購買者となる層である専門学校や大学生を対象とした花育教室の開催を実施する予定としている。

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・ 合計1,160名の小学生等が花育体験を行い、参加し
た小学生に対してアンケートを行った結果、「お花屋さ
んで自分の好きなお花を買ってアレンジを作ってみたい
」と回答した割合は92%であり、花への関心が高まって
いた。
また、保護者に対して花きの購入頻度に関するアンケ

ート調査を行った結果、花育体験後の花き購入率が16％
高くなった。

・ 県内市場で開催された花まつりにおいて、フラワー
デザインコンテストに40名が参加するとともに、アレン
ジメントや生け花のデモンストレーションを行い、
1,000人以上の来場者に戦略品目を
始めとした県産花きの魅力を発信
することができた。

協議会構成団体： 熊本県経済農業協同組合連合会、県内１１農業協同組

合、熊本県花き園芸農業協同組合、熊本県花き事業協同組合、熊本県農林
水産部、県内25市町村

熊本県花き協会（熊本県） 戦略品目
切り花：宿根カスミソウ、トルコギキョウ

花育教室

デモンストレーションコンテスト受賞作品



＜取組内容＞ ＜取組の成果＞

３ 需要の拡大(3)

・ 小学生を対象に、戦略品目の県産花きを用いた花育
教室を行い、若年層の新規需要の創出を目指す。

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・体験型の花育活動を県内の６７の小学校で
行い、花を通して癒しや安らぎ、感動の心を
育む取組を行った。

・数ある花の中から好きな花を選んでスケッ
チをしてもらった。楽しそうに選んでいる様
子だった。

協議会構成団体： 大分県花き生産者協議会、(株)大分園芸花市場 丸果大
分大同(株)、(株)別府花市場、(株)中津花市場、大分県花き消費拡大連合
会、ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾗﾜｰﾈｯﾄﾜｰｸ大分支部、花キューピット大分支部、 日本ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲ
ﾅｰ協会大分県支部、ＮＰＯ夢一輪の会、フラワー装飾大分県技能士会、大分
県華道協会、別府いけばな協会、県・農業団体

大分県花き振興協議会（大分県）
戦略品目：キク、スイートピー、ホオズキ

３ 需要の拡大(1)

３ 需要の拡大(2)

・ 2月14日「フラワーバレンタイン」に向けたPRとし
てフォトスポットや、公共交通機関（主要駅等）で県
産スイートピーのアレンジメントを展示し、県産花き
の消費拡大活動を行った。

・たくさんの人がフォトスポットで
写真を撮っており、スイートピーの
香りを楽しんでいた。

・県産スイートピーを用いたフラワー
オブジェを制作し商業施設や公共交通
機関（主要駅等）で展示した。

・ フラワーフェスティバルで戦略品目を中心とした花
の展示を行い、県産花きの消費拡大PRを行った。
また、若年層を対象とした消費提案にも取り組んだ。

・県の戦略品目の消費提案展示を実施
した。玄関先におけるホオズキのアレ
ンジメントなど新たな提案ができた。

・アレンジメント教室を実施し、家庭
でできるアレンジメントを提案し、消
費拡大に取り組んだ。

＜今後の取組予定＞
・県産花きの消費拡大のため、イベントや花育活動でのPRを引き続き実施する。

アレンジメント教室 ホオズキのアレンジメント

フラワーバレンタインフォトスポット 公共交通機関等での展示

小学生のスケッチ 花の生産から販売までの説明



＜取組内容＞ ＜取組の成果＞

３ 需要の拡大

①目的
戦略品目を用いた「花育」を通し、県産花きの魅力

や生産農家の実情､手軽に家庭で楽しむ方法などを､
1人でも多くの県民（特に､将来花きのメイン消費者と
なる幼児から高校生）に発信し､「花のある生活」の
推進を図る。

＜今後の取組予定＞
・県産花きのさらなる消費拡大に向けたPR及び来店へ繋げる「花育」の展開。
・キイチゴ及びラナンキュラスの低コスト・効率的な輸送方法の実証
・スイートピー及びラナンキュラスの耐暑性品種の選抜

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

①生産者から花作りの面白さや苦労等のお話をいただくとともに、
花瓶をきれいに洗うことや花の切り方より長く花を楽しむための管
理方法などを参加者2,982名に説明し、アンケートを行った。

②アンケート結果から花を家庭に飾る習慣がない参加者が66％と多
く、花を飾る習慣を持たない消費者に「花の魅力」を体験する「花
育」の機会の重要性を再確認した。また、参加者の85％が「機会が
あれば次も参加したい」の意思があり、「花を飾る習慣」につなが
る機会となった。

協議会構成団体

宮崎県花き卸売市場連絡協議会、宮崎県花き生産者連合会、
宮崎県JA花き協議会、JA宮崎経済連、宮崎県

「みやざき花で彩る未来」推進協議会（宮崎県） 戦略品目
切り花：スイートピー、ラナンキュラス
切り枝：キイチゴ

(１) 花育

(２) みやざき花の祭典２０２０

②内容
・生産者等の参加 ・追跡調査
・戦略品目の利用 ・来店に繋げる

①目的
「花を咲かせる感動、花を通して生活の潤いを届ける
～Bloomin！Festa～」をテーマに、生産者と生花店､
さらには一般消費者を繋ぎ、持続的な花の消費拡大を
図る。

②内容（会場：イオンモール宮崎 他）
・フラワーアレンジ･ガーデニング教室
・品目別ブース ・フラワーバレンタインPR
・展示品評会 ・農業試験場研究紹介 など

①戦略品目スイートピー・ラナンキュラスに加えダリア・ユ
リ・バラ等をオブジェ等にデザインアップし、県産花きの魅
力を発信した。延べ68,000名が来場し、県産花きを知っても
らう貴重な機会となった。開催後、「売上げが増えた」との
生花店からの声が聞かれ消費拡大へのつながりが伺えた。

②品評会では、出品された県産花き244点の審査を行い、あ
わせて来場者による一般投票も行った。来場者から「購入で
きる店舗」の問い合わせが複数あり、県産花きの消費拡大に
つながる機会となった。

花育の様子

花育での作品

花の祭典
2020ポスター

品評会の様子

フラワーアレンジ教
室での作品



＜取組内容＞ ＜取組の成果＞

2 流通の効率化・高度化

3 需要の拡大

・ レザーリーフファンにおける冬期の安定出荷対策と
して一定期間の冷蔵貯蔵による出荷調整を行い，出荷
先での品質（日持ち）調査を行う。
○収穫日：11月４日
○貯蔵温度：４℃
○貯蔵期間：３週間，６週間，９週間，無冷蔵
○出荷先：㈱JF鶴見花き

・ テッポウユリの新品種「プチホルン（小輪品種）」
の認知向上を図るため，実需者に対して新たな用途提
案や品質評価アンケートを実施する。
○店頭展示ＰＲ
○生花店等アンケート調査
・対象（場所）：㈱世田谷花き
・調査数：83社

・ スプレーギクのパック花向けの取引を推進するため
実需者商談会において，スプレーギクの展示・ＰＲ活
動を行う。
○展示場所：㈱なにわ花市場
○展示品種数：９品種（鹿児島県育成品種）

＜今後の取組予定＞
・花きの品質保持対策及び流通コストの低減対策等の検証に取り組む。

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

写真

・ 関東の生花店等で「プチホルン（
小輪品種）」に関するアンケートを
実施したところ，約５割の方が知っ
ていた。

・ 用途としては，小輪で上向きとい
う特性を活かし，アレンジメントや
ブーケで活用したいという意見であ
った。

・ スプレーギクのパック花向けの生
花店等と意見交換を実施したところ
，品質がよいとの評価を受け，新た
な需要の開拓につながるものと考え
られた。

協議会構成団体： 鹿児島県農協花き部会協議会，鹿児島県スプレーギク研究

会，㈱鹿児島園芸花市場，鹿児島県花卉園芸農業協同組合，沖永良部花
き専門農業協同組合，鹿児島県経済農業協同組合，鹿児島県フラワー協会，
日本フラワーデザイナー協会鹿児島支部，鹿児島県，鹿児島県農業開発総合
センター，鹿児島県フラワーセンター

かごしまの花消費拡大推進協議会（鹿児島県） 戦略品目
切り花：テッポウユリ，スプレーギク
切り枝：レザーリーフファン

アレンジ提案

展示・PR活動の様子

・調査結果
いずれの冷蔵期間においても，出庫後４週間，鑑賞価値を有

していたが，下記のとおり葉の一部に黄化が確認されたことか
ら，出荷調整の冷蔵期間は６週間が適切であると考えられた。

○葉の一部に黄化が確認された時期
無 冷 蔵→出庫３週目，３週間冷蔵→出庫３週目
６週間冷蔵→出庫４週目，９週間冷蔵→出庫１週目 ９週間冷蔵貯蔵後の品質

プチホルン店頭PR展示
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