令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
花あふれるふくおか推進協議（福岡県）
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

＜取組内容＞
１ 生産供給体制の強化
・ 秋ギクにおいて上位等級品の出荷率増加のため、炭
酸ガス施用効果の有効性を実証し、収益性の向上を
図った。
・

ダリアの冬春出荷作型において出荷量増加のため、
炭酸ガス施用による増収効果を実証し、収益性の向上
を図った。

３ 需要の拡大
・ 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する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、本県産花きの主要
な出荷先市場において、県産花きの展示PR、産地紹
介動画による情報発信を行った。
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、園芸福祉体験を実施し、若年層の新規需要の
創出を図った。

戦略品目
切り花：輪ギク、スプレーマム、バラ、トルコギキョウ、カーネーション
ガーベラ、ダリア、リンドウ、クルクマ
切り枝：ユーカリ
鉢もの：アジサイ
花壇苗：パンジービオラ類・ガーデンシクラメン

＜取組の成果＞
・ 炭酸ガスの施用により上位等級品率は10%向上し、炭酸ガ
ス施用装置の導入経費を含めた経営試算では所得は10aあたり
138千円増加すると試算された。
・ 炭酸ガスの施用により出荷本数は12～36(本/3.3㎡)増加し、
炭酸ガス施用装置の導入経費を含めた経営試算では所得が10a
あたり329千円増加すると試算された。

炭酸ガス施用に対応する
栽培技術の実証（ダリア）

・ 「ふくおかフラワーフェア」、「高校生花いけバトル福岡
大会」等の消費拡大PR活動を実施した。県内花商を対象に消
費動向調査を行った結果、R2年度売上が前年対比100％以上
と回答した店舗数は17店舗（全体の20%）であった。
・ 花き展示会をクルクマ、トルコギキョウ、草花類で延べ11
市場で実施、産地PR動画は20団体で作成し情報発信を行った。

ふくおかフラワーフェア2021

・ 花育、園芸福祉体験に参加した対象者（計344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えたと回
答した人数の割合は、54%（R1結果：43%）であった。

花育教室

＜今後の取組予定＞

・生産供給体制の強化を図るため、輪ギク等の戦略品目において、炭酸ガス施用による品質向上効果を実証し、継続的に収益性の向上について検証する。
・戦略品目の需要拡大を図るため、一般消費者向けには消費拡大プロモーション活動や家庭での花飾りに係る情報発信を行い、実需者向けには戦略品目の展示プロモー
ションによる県産花きの認知度向上を図る。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
長崎県花き振興協議会（長崎県）
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

＜取組内容＞
１ 生産供給体制の強化
・ 12月出荷作型の輪菊において定植から収穫までの期間
に緑色LED光を夜間連続点灯することにより、ヤガ類防
除効果と輪菊への光影響について検証を行なった。
・ カーネーションにおいて緑色LEDを設置し、通常使用
される黄色防蛾灯と比較し、防蛾効果を検証した。あわ
せて、隣接するきくの花芽への影響について確認した。

３ 需要の拡大
・ 長崎県が育成した「長崎オリジナルカーネーション」
について、市場関係者や実需者と連携し、長崎県庁１階
エントランスホールでプロモーション活動を実施した。
また、長崎オリジナルカーネーションのプロモーショ
ン効果を高めるために、長崎県オリジナルラナンキュラ
スとの共同展示を行い、アンケート調査を実施した。

＜今後の取組予定＞

戦略品目
切り花：きく、カーネーション、トルコギキョウ、スイートピー
鉢物：アンスリウム

＜取組の成果＞
・ 緑色LED区と無照射区のハウス外でのフェロモントラップ
への誘殺数は同程度であったが、ハウス内の輪菊での食害数
は緑色LED区が３本、無照射区が７本であり、両区とも被害
は少なかった。農薬防除と併用したため、このような結果と
なったと推察している。
また、短日期の夜間連続照射による切り花品質や収穫期間
に大きな影響は見られなかった。
・ 緑色LED、黄色LED、無照射区におけるカーネーションの
食害数は、無照射区で5箇所、黄色LED区で2箇所の食害箇所
が確認されたのに対し、緑色LED区では食害は確認されず、
黄色LEDと同等以上の効果があった。
また、隣接する菊への切り花品質や収穫期間に影響は見ら
れなかった。
・ 来場者へのアンケート結果（３１名回答）より、長崎オリ
ジナル品種があることを知らなかった消費者が52%であり、
知らなかった消費者にPRすることができた。
オリジナル品種の評価としては、花色と回答する消費者が
ほとんどであり、次いで全体的なイメージと回答する生産者
が多く、消費者は、色合い等を重視して購入することがわ
かった。
また、作成したポスターやパンフレットは、全ての出荷市
場にも送付し、コロナ禍においても広くPRすることができた。

写真

照度調査の様子

写真
展示の様子

・光防除技術の導入目的は、防除回数の削減、コスト、労力の低減であるが、今回発生予察調査で飛来数が多かったため、生産者段階で農薬による予防的防除が確実に
行なわれた。今後は同光源を活用し、農薬散布回数の削減を目指す。
・戦略品目の需要拡大を図るため、消費者向けの消費拡大プロモーションと併せて、実需者向けには、戦略品目の展示によるフェアを行い、更なる認知度向上を図る。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
熊本県花き協会（熊本県）
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

＜取組内容＞

戦略品目
切り花：宿根カスミソウ、トルコギキョウ

＜取組の成果＞

１ 生産供給体制の強化
・ トルコギキョウの栽培においては、夜蛾類の食害に
より、農薬防除や出荷調整等の労働時間が増加してい
るため、LED防蛾灯を導入することで、労働時間の削
減方法の実証・普及を図り、トルコギキョウのさらな
る生産力向上を図る。

・ 約4か月間に亘り、LED防蛾灯を12時間使用することによ
り、試験区では夜蛾類による食害が減少した。
また、県の農業経営指標より、10a当たりの労働時間は
85.5時間、10a当たり生産コストは64千円の低減となった。
点灯時施設内部

３ 需要の拡大
・ 小中高校生等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。
①

近隣の小・中学校、特別支援学校の児童・生徒を
対象としたフラワーアレンジ教室の実施
② 小学生や高校生を県内市場に招き、フラワーアレ
ンジ体験やフラワーコンテストの実施
③ 新成人となる専門学校・大学等の学生を対象に保
護者へのフラワーアレンジ作成
④ 小中高生を対象に、福祉施設や仮設住宅等の入居
者等へのフラワーアレンジ作成

・ 合計794名の小学生等が花育体験を行い、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
体験後の花き購入が増えた家庭は24％だった。
また、保護者アンケートで、「子どもが興味を持ったよう
だ」、「このような体験が花への関心につながる」、「花が
あると部屋が明るくなる」などの意見が寄せられた。
花育体験においては、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
法のリーフレット配布などにより、戦略品目を始めとした県
産花きに対する理解促進を図ることができた。

小学校での花育体験

高校生フラワーコンテスト

＜今後の取組予定＞

・小・中・高校生、専門学校や大学生を対象とした花育教室の開催を継続して実施するとともに、花きの購入意欲向上につながるよう、身近な場所での花きの展示やフラワーア
レンジ体験等を通じて消費拡大のPRをう。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
大分県花き振興協議会（大分県）
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

戦略品目
切り花：キク、スイートピー、ホオズキ

＜取組内容＞

＜取組の成果＞

３ 需要の拡大(1)
・ フラワーフェスティバル夏、冬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。

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
て花きオブジェの展示やスイートピーの花束配布等を
行い、県産花きの消費拡大活動を行った

。

・ 戦略品目のキク、スイートピー、ホオ
ズキを使用した新しい使用提案を行った。
・ コロナ禍の中開催したが、来場者から
花の癒しについて好評な意見が多かっ
た。

ホオズキのオブジェ

キャラクターをイメージしたアレンジメント

・ 県内３ヶ所500束のスイートピーの
花束配布を行った。
・ 受け取った来場者から｢きれいな花
をありがとう。家に帰ってから飾る｣
といった声もあり、県産花きの素晴ら
しさを体感していただいた。

フラワーバレンタインのフォトスポット

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。

・ 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。

＜今後の取組予定＞
・家庭内消費をターゲットにした商品提案、大分伝統祭り「府内戦紙」とのコラボレーション

スイートピーの配布

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
「みやざき花で彩る未来」推進協議会（宮崎県）
協議会構成団体： 宮崎県JA花き協議会、宮崎県花き生産者連合会、宮崎県
花き卸売市場連絡協議会、JA宮崎経済連、宮崎県

＜取組内容＞
１ 生産供給体制の強化
・ ラナンキュラスの県内冷涼地域における品種特性を
把握するため県オリジナル品種候補を含む10品種の栽
培実証を行い、生産の安定化を図る。
・ スイートピーの気候変動や温暖化に対応した耐暑性
品種の選定ため、高温障害発生程度及び収量調査を行
い、収益性の向上を図る。
２ 流通の効率化・高度化
・ ラナンキュラスにおける出荷箱サイズの統一、低コ
スト保水資材の導入により、輸送効率の改善ならびに
輸送コストの削減を図った。

３ 需要の拡大
・ コロナ禍の自宅時間を使って「花に親しむ」機会の
創出及び、職場での癒しの環境づくりのためSNS活用
による応募者に花育を実施した。また、県内企業への
参加呼びかけを行い、職場での花育を実施し、新たな
消費者の拡大を図った。

＜今後の取組予定＞

戦略品目
切り花：スイートピー、ラナンキュラス、キイチゴ

＜取組の成果＞
ラナンキュラス
・ 各品種の早晩生確認、採花本数の調査により当該冷涼地
域に合った品種が判明した。
スイートピー
・ 各種高温障害（芯止まり、波打ち症状、成長点異常等）
の発生及び採花本数の調査により、早期定植（高温期の定
植）に適する品種を数品種選定した。
・ 出荷箱サイズの統一により輸送トラックへの積載効率
が向上し、低コスト保水資材の導入により出荷資材費が
低減し、輸送コストを削減することができた。
（当該出荷・輸送により１箱あたり44円削減）
・ 市場での品質調査において、新たな資材の導入による
品質低下などは見られなかった。
・ 生花店20店と連携協力し、参加者1,000名の自宅での花
育を実施した（ ｢おうちde花育｣ ）。
・ 参加企業31社に戦略品目ラナンキュラスと花瓶のセット
（848セット）を配布し、職場における花育を実施した。参
加者へのアンケートでは、ラナンキュラスを知っているとの
回答は54％と認知度が高かった。

・ラナンキュラス、スイートピーについて、実証結果をふまえた適正な品種選定を実施し、生産の安定化を図る。
・低コスト化につながるラナンキュラスの出荷及び輸送方法のさらなる改善を行い、他品目においても輸送コスト低減を検討する。
・SNS等のオープンな媒体を活用し、若い世代（30歳未満）への新たな花きプロモーションを実施する。

スイートピーの高温障害比較

低コスト保水資材

「おうちde花育」セット

