
＜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
• 県内の高校生を対象に、第四回全国高校生花いけバ
トル茨城大会を開催し、花育体験と併せて、県産花
きのPRを実施した。

• 保育園や幼稚園の園児、小学校の児童、中学校や高
校の生徒を対象に、県産花きを用いた寄せ植えやフ
ラワーアレンジメントの花育体験教室を実施した。

• 「フラワーバレンタイン」を開催し、県産花きを活
用したアレンジメントや花束を展示することで、消
費喚起を実施した。

• 県内の商業施設において、県産花きの展示会を開催
し、県産花きのPRを実施した。

＜今後の取組予定＞
• 緑色LED防蛾灯を用いたオオタバコガ被害抑制について、複数年の効果を検証し、経済効果を明らかにする。
• 球根定植機を用いたグラジオラスの定植について、栽植密度を検討し、収量の向上を図る。
• 戦略品目を中心とした県産花きの消費拡大に向けたプロモーション活動を展開していく。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

• 第四回全国高校生花いけバトル茨城大会には、計8校19チー
ム38名の高校生が参加した。

• 花育体験教室を28回、延べ970名に対して実施した結果、体
験者の30％が体験後に花き購入割合が増加したと回答した。

• 県内16店舗の生花店がデザインした作品を16点展示し、延
べ411名が会場を訪れた。

• 茨城県産のコギク、グラジオラス及び切枝を用いた幅3.6m×
長さ4.8m×高さ3mのオブジェを展示した。

協議会構成団体： 茨城県花き園芸協会、茨城県農林水産部産地振興課、
全国農業協同組合連合会茨城県本部園芸部、公益社団法人茨城県農林振
興公社、一般社団法人ＪＦＴＤ花キューピット茨城支部、公益社団法人日本
フラワーデザイナー協会茨城県支部、茨城県花き卸売市場協会 他

いばらきの花振興協議会（茨城県） 戦略品目
切り花：コギク、グラジオラス
切り枝：ハナモモ

• コギクの栽培管理の省力化を図るため、緑色LED防
蛾灯を用いたオオタバコガ被害抑制及び開花時期へ
の影響の有無を実証した。

• グラジオラスの夏秋季の生産拡大を図るため、球根
植付機の導入による作業省力化の効果を実証した。

• ハナモモの生産拡大を図るため、植木バルカンを用
いた摘心作業省力化の効果を実証した。 緑色LED防蛾灯

高校生花いけバトル茨城大会

• 約12時間の緑色LED防蛾灯照射によって、花芽分化に影響を
及ぼさずオオタバコガによる食害を軽減できる可能性が示唆
された。

• 植付機の導入により、手植えと比較して作業時間は1/2程度
（10aあたり26.5時間）削減された。

• 植木バルカンの導入により、摘心作業時間を60％（10aあた
り5.8時間）削減することができた。

フラワーバレンタイン



＜取組内容＞ ＜取組の成果＞

１ 生産供給体制の強化
① ユリ栽培ほ場において、冬季に炭酸ガス施用を実施し、

生産性向上を図った。

② ユリ栽培ほ場において、ICT機器を利用して栽培環境
を見える化し、部会全体の品質の高位安定化を図った。

・ 未就学児や小中学生、農業高校生、福祉施設の利用
者や職員を対象に、県産花きを用いた寄せ植えやフ
ラワーアレンジメント体験等を行い、花きと触れ合
う機会を提供した。

・ 仲卸業者を対象に、県産花きの展示会及びサンプル
提供を行い、県産花きの魅力を発信し、新規需要の
拡大を図った。

＜今後の取組予定＞
・バラを戦略品目として、LED補光技術の導入実証を行う。
・戦略品目であるバラと他の県産花きを一体的にPRし、需要創出を図る。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

① 令和２(2020)年12月26日～令和３(2021)年3月11日の
10時～15時にかけて、濃度センサーコントロールにより
500ppmを目標に炭酸ガスを施用したことにより、２月の
秀品率が前年と比べ18％高くなった。

② 栽培環境の状況を数字で把握し、環境制御に取り組んだこ
とにより、令和３(2021)年１～３月の出荷本数における
上位等級割合が５％増加した。

写真

・ 参加した児童・生徒の保護者1,526名へのアンケート結
果では、21.5％で花育体験後の花き購入頻度が増加した。

・ 参加した福祉施設利用者211名へのアンケート結果では、
96.7％が今後も参加したいと回答した。

・ 対象とした仲卸業者６社のうち、５社で県産花きの取扱金
額が増加した。

協議会構成団体：
一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会、一般社団法人とちぎ農
産物マーケティング協会花き部会、全国農業協同組合連合会栃木県本部
園芸部、栃木県生花商協同組合、株式会社宇都宮花き、とちぎ花セン
ター、栃木県農政部

栃木県花き振興協議会（栃木県） 戦略品目
切り花：ユリ

市場でのサンプル展示会

ユリ栽培ほ場における
環境測定機器の設置

３ 需要の拡大



＜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

・ バラの春夏季日射比例式灌水制御実証

・ シクラメンの防蛾灯を活用した害虫防除技術の実証

・ パンジーにおける肥効調節型肥料活用技術実証

・ 県産バラ品種展示による品質評価およびバラ切り花
の親子アレンジメント体験

・ 県産シクラメン品種展示による品質評価及びシクラ
メンの寄せ植え体験

・ 小学生を対象にした花壇苗寄せ植え体験による花育
教室

＜今後の取組予定＞
・LED照射について新たにキク類やトルコギキョウでも実証を行い、同様の害虫防除効果や生育への影響を検証する。バラおよびパンジーの技術実証については、今後現場指導
への普及を図る。
・花育教室をはじめとした若い世代を対象とした花への感心を高める取組は、実需者からも必要との声が高かったため、次年度も方法を工夫して継続したい。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・ 日射比例区では、慣行区に比べて給液量・廃液量共に多く
なった。天候が不安定な時期は給液のタイミングに苦慮し
たので今後の課題である。

・ 赤色灯および緑色灯照射によりアザミウマ類及びヤガ類に
よる被害は減少した。

・ 高温期の生育不良が課題になっている地域では、初期溶出量を
抑えたスーパーロング肥料の使用は高品質生産する上で有効な手
段。

写真

肥効調節型肥料活用実証試験
のパンジー開花状況

・ 合計58名の親子がアレンジメント体験に参加した。アン
ケート結果より、「子供に花への関心が高まった」との
回答が88％となった。

・ シクラメン100品種展示を実施。寄せ植え体験教室は
コロナの影響で資材を配布し在宅での実施に切り替えた。
アンケートを実施し、「花への関心が高まった」との
回答が85％。

・ 514名の児童が花育教室に参加した。アンケートを
実施し、「植物への関心が高まった」との回答が82％。

協議会構成団体： 群馬県、群馬県園芸協会、全国農業協同組合連合会群馬
県本部、群馬中央園芸株式会社、群馬県生花商業協同組合

群馬県花き振興協議会（群馬県）
戦略品目
切り花：バラ
鉢物：シクラメン、秋植え花壇用苗物

シクラメン品種展示の様子



＜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

・生産効率を確保し、品質を保持するため、病害虫の
効果的な防除を図る。

・需要の高い時期に出荷を合わせるため、夏季の花壇苗
における出荷調節技術の確立を図る。

・輸出に向けたセンチュウ除去のための根洗いによるゴ
ヨウマツ盆栽の品質低下抑制を図る。

・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。

・盆栽の魅力を外国の方に広め、輸出拡大を目指す。

＜今後の取組予定＞
・ 盆栽の実証に用いた盆栽は小品盆栽の中でも若木であるため、異なるステージの盆栽での効果について検討の余地がある。
・ 花育の実施や展示会の開催に継続して取組み、県産花きの需要拡大を図る。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・粘着板を設置してアザミウマ類の発生消長の確認及び発生
源の推定を行った 。施設内で発生が多かった地点付近に
は 、栽培期間の長い親苗があることなどがわかった。この
ため親株のアザミウマ類防除の徹底が、効果的であると推察
された。

・夏花壇苗10 品目について、塩化ナトリウムを施用するこ
とにより、かん水停止後しおれるまでの日数が延長した。

・ゴヨウマツ盆栽の植替培土として赤玉土を用いて、また、
植替え時に菌根菌を施用することで、比較的枯死率を抑えら
れることがわかった。

塩化ナトリウム処理の効果

・児童1,928名が花育体験を行い、参加した児童家族への
アンケート結果から、花育体験後の48％の家庭で花き購入
回数を増やしたいとのアンケート回答を得た。

・外国人向け盆栽教室を開催し、盆栽の展示、講義（海外への
持ち出し、管理等）、手入れの実技を行った。

協議会構成団体：埼玉県、埼玉県花き園芸組合連合会、埼玉県植木生産組合
連合会、全国農業協同組合連合会埼玉県本部、埼玉県花き園芸市場協会、
埼玉県生花商組合連合会、（公社）日本フラワーデザイナー協会埼玉県支部、
埼玉県インドアグリーン協会、（一社）日本ハンギングバスケット協会埼玉支部、
埼玉県いけばな連合会、花キューピット埼玉支部

さいたまの花普及促進協議会（埼玉県） 戦略品目
花壇用苗物（パンジー、ビオラ、プリムラ類、マーガレット、アンゲロニア、センニチコ
ウ、ビンカ、ベゴニア、ペンタス、メランポジウム、ランタナ、ポーチュラカ、コリウ
ス、ケイトウ、カレックス、イポメア、ヒューケラ、ヒポエステス、ユーフォルビア）
鉢もの（ポインセチア、プリンセチア、シクラメン、ファレノプシス、カランコエ、オ
リーブ）、贈答用切り花（ユリ、チューリップ、バラ、宿根アスター、カトレヤ、ファレ
ノプシス）、植木・盆栽（ビャクシン、マツ、マキ、ケヤキ、モミジ）

根の周りに菌根菌を施用

盆栽教室



＜取組内容＞ ＜取組の成果＞

１ 生産供給体制の強化
・ イヌマキの根洗いによる輸出先国検疫条件への適合と
植え付け後の活着促進のための技術実証
中小型のイヌマキを用いた実証試験を行い、マニュア

ルを作成する。

・県産の花植木を使った日本庭園及び生け花展示
国内外に花植木の魅力を広く伝えるため、県産植木と
伝統樹芸による日本庭園、伝統文化である生け花を
展示する。

＜今後の取組予定＞
・輸出対策技術のさらなる発展を図るため、大型のイヌマキでの根洗い技術について実証試験を行う。
・花きの需要拡大に向けた取組として、伝統的な花植木文化の紹介や、若い世代への花への関心を高める花育活動を進める。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・ 根部保湿資材として従来の水苔にかわり
ピートモスを用いることで根洗い後の樹勢
衰退を抑制できること、根洗い作業は２～
５月、９月も可能であることを明らかに
した。

・「イヌマキの根洗い活着促進技術マニュア
ル」を作成、生産者に配付した。 マニュアル

協議会構成団体：（公社）千葉県園芸協会、千葉県花き園芸組合連合会、
千葉県植木生産組合連合会、全国農業協同組合連合会千葉県本部、
（株）第一花き柏支社、（一社）JFTD千葉支部、千葉県茶華道協会、千葉県

千葉県花き振興協議会（千葉県） 戦略品目
輸出用植木
切り花 ストック、ひまわり

日本庭園

３ 需要の拡大 ・ 参加校：49校（小学校38、子ども園1、高校10）
体験者計：2,339人

・ 小学校の保護者向けアンケート結果によると、
花育体験をした２割程度の児童（家庭）で花きの
購入促進や関心の高まりに繋がったことが
わかった。

・ 学校・福祉施設等での花育体験推進
幼稚園、保育園、小学校、高等学校等を対象に、花に
触れる機会を通じて県産花きに対する興味や理解を深め、
花のあるくらしの定着と「豊かな心」を育むことを目的
に花育体験教室を開催する。

根洗い時の土壌の有無確認

花育体験教室
・ 日本の空の玄関である「成田」において展示を
することで幅広い利用者にPRができた。
（日本語、英語、中国語の３か国語で案内表示）

・ 会場で行ったアンケート回答者の76%が日本
庭園について理解が深まったと感じ、88％が
花を身近に飾りたいと思ったと回答した。

生け花



＜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

・ スイートピー栽培における、ココピート等を充填し
たバックを利用した養液栽培の実証試験を実施し、土
壌が原因となる生育不良による減収防止とかん水管理
自動化による労働時間の削減を図った。

・ 土耕栽培で生産された切り花と同様の品質及び生産
量を確保できるのか、また、生産にあたり注意点等に
ついて聞き取り調査を行った。

・ 高齢者福祉施設等において、地域で生産される花き
を活用し、園芸活動をリハビリの一環やサークル活動
等に取り入れるために、園芸療法に基づく園芸体験モ
デル事業を県内４施設で実施した。

・ 花材は実施施設近隣の生産者から調達し、生産者も
園芸体験に参加した。

・ 園芸療法の実践経験が豊富なNPO法人日本園芸療法
研修会に講師を依頼した。

・ 園芸体験は、園芸療法の趣旨に沿ったプログラムと
し、１回目に寄せ植えの作成、２回目育てた花を用い
た押し花の作成、３回目に押し花を使った作品作りと
した。

＜今後の取組予定＞
・スイートピー栽培については、土壌が原因となる生育不良などが今後発生した時のため、現地実証結果を踏まえて、マニュアルなどを整備する。
・園芸活動については、令和3年度に開催する高齢者福祉施設等を対象にした事業説明会において、令和２年度実施施設から事業報告を行ってもらうことで、地元産の花壇
用苗物を使用した園芸療法に基づく園芸活動の普及を図り、県内産花きのさらなる需要拡大に努める。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・ 灌水量の違いはあるが、養液栽培ではスイートピーの生育
は旺盛のまま採花時期となるため着蕾が遅れ、採花開始時期
は遅くなった。

・ 養液栽培の切り花の品質は、開花数が４輪以上、花茎長が
45センチメートル以上の2L秀品を、土耕栽培とほぼ同量に
採花することができた。

・ 養液栽培のシステム設置により、つる下げ（ずらし）の間
隔が土耕栽培より短くなった。

スイートピーの養液栽培

協議会構成団体：（一社）神奈川県園芸協会、神奈川県花き園芸組合連合
会、神奈川県植木生産組合連合会、神奈川県花き卸売市場連合会、神奈
川県生花小売商協同組合、日本ガーデンセンター共同機構神奈川県支部、
（一社）日本ハンギングバスケット協会神奈川県支部、神奈川県（農業
振興課、農業技術センター）

神奈川県花き・植木振興地域協議会（神奈川県） 戦略品目
切り花：スイートピー、一般切花（ダリア、ストック、マム類）
鉢もの：洋らん鉢物（ファレノプシス、シンビジウム）、シクラメン
花壇用苗もの：春夏向け花壇用苗物（ニチニチソウ、マリーゴールド、ペチュニ
ア）、秋冬向け花壇用苗物（パンジー・ビオラ、ハボタン、プリムラ類）
花木類：観賞用植木（ハナモモ、ヤポンノキ）

・ ４施設３回合計で延べ79人が参加した。
・ 参加した施設の職員へのアンケート調査では、園芸活動によ
り心理的・身体的によい影響があると思うとの回答が100%で
あり、参加者に対する園芸活動の効果を実感してもらえた。

・ 参加した４施設は、令和3年度以降も園芸活動を継続する予
定である。また、地元産の花壇用苗物の継続利用を希望してお
り、すでに、生産者と協力して、園芸活動を継続している。

・ 高齢者福祉施設等における県内産花きの利用促進をはかるこ
とができた。

園芸体験3回目（作品作り）

園芸体験１回目（寄せ植え）



＜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

・ 戦略品目として位置づけた３品目について、飾花後
の品質に優れた品種の選定を行う。

・ マリーゴールドについて、定植苗サイズの生育比較
を行う。

・ 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。

・ 県内集客施設において、やまなし花フェスタ２０２
０(戦略品目を中心とした飾花展示や講演会)を行い、
県民へのPRを図る。

＜今後の取組予定＞
・飾花用苗については、実需者のニーズに沿った品目の実証試験を継続して実施する。
・県内の小学校等において県産花きを使用した花育体験教室を開催し、将来の実需者となりうる児童が花への関心を抱くよう取り組みを継続する。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・飾花後に特に品質に優れる品種として、インパチェンス２品
種、シクラメン８品種、マリーゴールド５品種が選定された。

・マリーゴールドの定植苗サイズの生育比較(2号鉢～3.5ロン
グ鉢)を行った結果、育苗段階で生育差が見られるものの、定
植後の生育差はみられないことが確認された。 品種比較展示

・ 小学校９校の児童計５０５名の児童が花育体験を行い、参加し
た児童の保護者を対象にアンケート調査を行った結果、花育体験後
に購入数量が増えた回答した割合は３１％となり、購入数量は体験
前に比べ２倍以上増加した。

・ やまなし花フェスタ２０２０を開催した結果、集客数は延べ
7,515人となり、多くの県民に県産花きをPRすることができた。

・ フェスタ開催後の周辺花き小売店の来客数は開催前と比較し
112％となり、県産花きの認知度向上、消費拡大につながった。

協議会構成団体： 山梨県花き園芸組合連合会、富士北麓花き生産協議会、
全国農業協同組合連合会山梨県本部、山梨園芸市場、山梨県生花商業協
同組合、日本フラワーデザイナー協会山梨県本部、(株)ハイジの村、山梨県総合
農業技術センター、山梨県食糧花き水産課、山梨県販売・輸出支援課

山梨県花き振興協議会（山梨県） 戦略品目
飾花用苗物
シクラメン、マリーゴールド、ニューギニアインパチェンス

講演会の様子

花育指導の様子



＜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

・ トルコギキョウ栽培において、点滴かん水技術を導
入し、品質の均一化及び切花数量の増加効果を調査する
。

・ 県民や観光客に対し、長野県の花を身近に感じても
らい、花のある暮らしを推進するため、長野駅、松本駅
にて継続的な花展示を実施する。

＜今後の取組予定＞
・トルコギキョウの点滴かん水導入実証については、継続して調査を行い、検討会等を開催しながら産地への普及に繋げる。
・花育体験については、購入量増加が見込めることから、継続的に開催していく。
・花のある暮らしの推進のため、若年層をターゲットとした商業施設等でのプロモーションを開催していく。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・ 抑制作型において、従来のかん水方法（肩かん水）と点滴
かん水の比較調査を行い、実証試験を実施した結果、従来方法
に比べ、約３０％以上の品質均一効果となった。

トルコギキョウ試験ほ場

・ 人通りの多い場所で継続的な花展示を行ったことにより
、一般消費者への訴求効果は高く、家庭向け消費の増加に繋
がり、近隣店舗の来客者及び販売額が平年より約10％高くな
った。

協議会構成団体： 長野県農政部（園芸畜産課、農業技術課、農産物マーケ
ティング室、長野県野菜花き試験場）、全国農業協同組合連合会長野県本部、
南信ハウスカーネーション組合、長野県鉢花園芸組合、日本ばら切花協会長野
県支部、長野県洋らん組合、長野県生花商業協同組合、長野県原種センター、
株式会社松本花市場

長野県花きイノベーション推進協議会（長野県） 戦略品目
切り花：トルコギキョウ、アルストロメリア

花育体験教室

長野駅での花展示

・ 合計5,340名の児童が花育体験を行い、参加した児童への
アンケート結果により、花育体験後の花き購入率が58％高くな
った。

３ 需要の拡大
・ 小学生を対象に、花育に積極的に取り組む学校を選
定し、総合的な花育活動を実施し、新たな消費者の獲得
を目指す。



＜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1月～2月出荷作型において、波長
の異なるLEDを用い、夕方及び早朝に照射し、切花
に与える影響を調査した。

・ マーガレット早期出荷に向けて、高温対策として山
上げ栽培用ハウスに無動力換気扇を設置し、ハウス
内環境および挿し穂への影響を調査した。

・ 高校生・専門学校生・大学生等を対象に、戦略品目
の県産花きを用いたフラワーデザインコンテスト（
フラワーアレンジ部門とミニガーデン部門の2部門
）を実施した。

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前に花
材を参加校に配送し、参加者の所属学校等で
作品を製作し、写真で審査を行った。

＜今後の取組予定＞
・LED照射について、トルコギキョウ秋季収穫作型およびマーガレットでも実証を行い、同様の開花への影響を調査する。
・高校生等を対象に、戦略品目を中心に県産花きを用いてフラワーデザインや寄せ植えの制作を競うコンテストを実施し、若年層の新規需要の創出を目指す。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・ LED照射区では、対照区と比較して切り花長が10%、切
り花重が30%増加した。また、花蕾数が増加し、出荷階
級が向上した。
また、一部のLED光源では、開花促進効果が認められた。

・ 換気扇導入により、日中のハウス内の最高温度は約1℃低
下した。
また、換気扇設置区の成苗率は、対照区よりも高い傾向を
示した。

・ フラワーアレンジ部門に55名、ミニガーデン部門に14
チームが参加した。

・ 参加者へのアンケート結果により、コンテスト参加後
に、花の購入率が増えた、もしくは増やしたいとの
回答が約60%あった・

協議会構成団体：
静岡県花卉園芸組合連合会、静岡県鉢物生産振興会、静岡県花き市場
連合会、花咲くしずおかフラワーネットワーク会議、静岡県花の会連合会、
静岡県花き新品種育成研究会、静岡県華道連盟、静岡県

ふじのくに花の都しずおか推進協議会（静岡県） 戦略品目
切り花：トルコギキョウ
鉢物：マーガレット

照射時の温室の様子

ミニガーデン部門入賞作品


	（茨城県）R2次世代花き事例集
	スライド番号 1

	（群馬県）R2次世代花き事例集
	スライド番号 1

	（埼玉県）R2次世代花き事例集
	スライド番号 1

	（山梨県）R2次世代花き事例集
	スライド番号 1

	（神奈川県）R2次世代花き事例集 
	スライド番号 1

	（静岡県）R2次世代花き事例集
	スライド番号 1

	（千葉県）R2次世代花き事例集
	スライド番号 1

	（長野県）R2次世代花き事例集
	スライド番号 1

	（栃木県）R2次世代花き事例集
	スライド番号 1


