
＜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

・県オリジナルのりんどう「岡山RND４号」の初期生育
の向上や収量の増加を目的に、収穫後のジベレリン処
理を行い、その効果や処理時期について検討した。

・生産現場では、落蕾発生が少なく、収量性の高い県オ
リジナルのスイートピーの育種を求められており、県
で育成中の系統について、現地での適応性を確認する
ため実証を行った。

・県産リンドウの一般消費者へのPRを目的に、JR岡山
駅にて９月、10月にリンドウの展示装飾を行った。

・複合型商業施設の店舗と連携した花きの装飾展示、デ
ザイン性のある大型の展示、家具店と連携した展示コ
ーナーの設置などを１月に行い、県産スイートピーの
魅力発信と家庭での花き消費の喚起を行った。

・スイートピーをメインにしたフラワーアレンジのデモ
ンストレーションを２月に行った。その内容をSNSの
ライブ配信や商業施設の館内放送で流し、家庭での花
き消費喚起や若年層へのPRを行った。

＜今後の取組予定＞
①生産供給体制の強化について、りんどうは、前年処理したジベレリン処置の効果を切り花品質と収量の面から確認する。スイートピーは令和２年度は気象条件により落蕾の
発生が少なかったため、再度実証を行うこととしている。
②需要の拡大については、りんどうをメインに展示やセミナーの実施を通して、PRと消費拡大につなげる。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・「岡山RND４号」の収穫後ジベレリン処理については、無
処理区と比べて株養成茎の草丈が長く、葉数も多かった。
また、処理時期による違いはほとんどなかった。

・令和２年度は現地では、課題となっている落蕾の発生が全体
的に少なかったため、育成中の難落蕾性の系統との差は判然
としなかった。

収穫後にジベレリン処理したほ場

・JR岡山駅は１日の利用者が約4.6万人と県内で最も多くの
方が利用する公共機関であり、そこで装飾展示を行うこと
により、リンドウの認知度向上、家庭での花き消費の喚起
につながった。

・大型展示は、人気アニメをモチーフにしたデザインにした
ことからメディア掲載やSNSにより多くの方への周知につ
ながった。また、商業施設での展示は89％の店舗が同様の
イベントがあれば参加したいと回答しており、花きのPR・
消費喚起につながった。

・県内最大の商業施設で実施することで幅広い世代へスイー
トピーをPRすることができた。また、フラワーアレンジを
ライブ配信することで施設に来ることができない方にも花
きの魅力を伝えることができた。

協議会構成団体：岡山総合花き株式会社、全国農業協同組合連合会岡山県
本部、岡山県、岡山市市場事業部、岡山県花卉農業協同組合、岡山花き
仲卸協同組合、岡山県花卉商業協同組合、岡山県花木園芸商業協同組合、
岡山県三栄生花商業協同組合

岡山県花き消費拡大実行委員会（岡山県） 戦略品目
切り花：りんどう、スイートピー

フラワーアレンジのライブ配信

スイートピーの大型展示



＜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

・小菊における育苗期(挿し芽から定植前)のUV-B(LED
ランプ)照射が白さび病を抑制する効果を実証した。
UV-B(LEDランプ)を照射した苗としなかった通常苗と
の白さび病発生状況を比較。病害虫防除効果の向上及び
品質向上を目的とした。

・重陽の節句前にイベントを開催し、戦略品目の県産花
き(菊類)を用いた展示、地元著名人によるいけばな展、
室内装飾の提案、ワークショップ体験、特別講演会開催
等により、花きの効果効用の発信等を行い、花きの需要
拡大を促した。

・戦略品目の県産花き(菊類)を用いたいけばなを主体と
した競技イベントを実施するとともに、多種多様な菊類
の品種展示・紹介を行った。

＜今後の取組予定＞
・多収栽培における挿し芽時UV-B照射による白さび病抑制技術を検証し、ホームユースサイズ向けスプレーギクの安定生産を図る。

・今後も消費拡大プロモーションを継続し、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

・育苗期のUV-B照射区（23:00～2:00までの3時間）及び慣行(照
射無)区において、白さび病の発生は見られなかった。

・UV-B照射による葉焼けや生育不良は見られなかった(育苗期及び
定植後)。今回の実証では、効果の確認はできなかったが、小菊に
対してこの技術を使用しても障害はなく活用できることは確認でき
た。

・実証結果をもとにマニュアルを作成し、白さび病の防除徹底を周
知した。

LEDランプ照射時の育苗
ハウス内の様子

・広島市長、広島県農林水産局長、元サッカー選手など著名人に
よるいけばな作品の展示や新しい花きの展示方法、「本当はすご
い植物の力」特別講演会などで花きの魅力を訴求できた。また戦
略品目である菊の多様な品種と活用方法を展示やミニ講演会で一
般市民に発信できた。ワークショップでは、多くの参加者に菊を
使ったフラワーアレンジメントなどで、気軽に花きを飾れること
を体験してもらい、花の魅力を伝えることができた。

・参加6校15チームによる競技が行われ、広島市立基町高等学校
のチーム「彩花流星」が優勝を勝ち取った。コロナ禍のため、積
極的なPRは避け、基本無観客での実施とし、YouTube配信で発
信した。併せて、大会本番開始前の時間を利用して、マムの新品
種紹介を行い、菊の多様な品種をアピールできた。

協議会構成団体： 広島県花卉園芸農業協同組合、広島生花出荷協同組合、
広島県花き商業協同組合、広島市三友生花卸売商業組合、株式会社花満、
株式会社広島県東部花き、株式会社呉生花市場、一般社団法人日本イン
ドアグリーン協会広島県支部、ＮＰＯ法人日本園芸福祉普及協会、広島

県農林水産局農業経営発展課

広島花きイノベーション事業推進協議会（広島県） 戦略品目
切り花： 菊

街にみどりをくらしに花を

競技の様子



＜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

・やまぐちオリジナルリンドウ早生品種「西京の初夏」
における、簡易隔離床（黒コンテナ）を利用した促成
栽培技術の確立を図る。

・コロナ渦で外出機会が減少した園児を対象に、リンド
ウ他県産花きを用いたフラワーアレンジメントの室内
展示を行い、癒しの空間を提供するとともに県産花き
のＰＲによる新規需要の創出を目指す。

・リンドウの特性紹介及びフラワーアレンジメントの作
成動画教材を使い、高校生に「はじめてフローリスト
」体験を実施。コンテスト形式で作品を出展。若年層
の新規需要の創出を目指す。

・高校生のアレンジメント作品写真を、県内集客施設
でパネル展示。リンドウの多様な使い方を提案すると
ともに、幅広い世代への需要の創出を目指す。

＜今後の取組予定＞
・促成栽培実証について、加温開始時期や肥培管理方法を見直して実証を行い、出荷時期の促進及び普通栽培同様の品質確保について検証する。
・需要の拡大について、若年層を含めより多くの県民への周知に向けて、ニーズ把握や活用方法の提案について、生産者、実需者等連携した体制で活動を継続する。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・露地栽培に比べ、10℃加温により40日、５℃加温により29
日、開花が前進化した（400h低温遭遇後１月上旬より加
温開始）。

・「やまぐちオリジナルリンドウ簡易隔離床栽培マニュアル」
を作成し、山口県農林総合技術センターHPで紹介。

写真

ハウスでのコンテナ栽培リンドウ

・293施設（保育園、幼稚園、こども園）で展示した。アン
ケート結果より、花に触れることで、明るくなった、元気
になった等の効果を得るとともに、展示花きを活用した花
育活動への展開も見受けられた。日頃お家に花を飾る人は
82％であったが、オリジナルリンドウの認知度は19％、リ
ンドウ購入経験者は49％であった。

・17校で体験活動を行い、239作品が出展された。体験教材
として「やまぐちオリジナルリンドウを使ったはじめてフ
ローリストガイド」を作成。出展作品は、やまぐちフラ
ワーランドHPと園内パネル展示による紹介を行った。アン
ケート結果より、日ごろお家に花を飾る人は45%、オリジ
ナルリンドウ認知度は12%、リンドウ購入経験者は２％で
あった。体験後、これを機に花を飾りたい人が94%であっ
た。動画が体験の参考になった人は68%であった。

協議会構成団体：山口県花卉園芸農業協同組合、山口県農業協同組合、(株)

徳山花市場、(株)山口県中央花市場、(株)下関合同花市場、花卉商組合、
（一財）やない花のまちづくり振興財団、（一社）JFTD75山口支部、山口県
地域消費者団体連絡協議会、山口県農林水産部

山口県花き振興協議会（山口県） 戦略品目
切り花：県産リンドウ（やまぐちオリジナルリンドウ含む）

写真

保育園等での癒しの空間の創出

写真

動画教材による高校生のフラワー
アレンジメント体験



＜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

・ 輪ギクの夏季の株元送風および二酸化炭素施用を行
い、品質向上を図る。また冬季の赤・緑LEDを用いた
日中補光を行い生育促進を図る。

・ ラナンキュラスの県内全ほ場の土壌分析を行い、適
正な土壌条件と追肥方法について調査する。

・ ラナンキュラスのウイルス検定方法について比較検
討し、効率的な手法を検討する。

・ マーガレットの脱葉処理を行い、量販店向け規格と
しての適性を調査する。

・マーガレットの白色以外の混色出荷を行い、新規需要
の掘り起こしを図る。

・ 全国高校生花いけバトル香川大会を開催し、若い世
代を中心とする県産花きの新たな需要創出を図る。

・ フラワーフェスティバルかがわを開催し、県産花き
のPRと県オリジナル品種の認知度を調査する。

・ 戦略品目を使ったアレンジメント方法を紹介する動
画を作成し、販路拡大を図る。

・ フラワーバレンタインの啓発を行い、戦略品目の消
費拡大を図る

＜今後の取組予定＞
・輪ギクの冬季の赤色LEDを用いた日中補光について、実証ほ場を増やし補光条件と効果を検討するとともに白ギクに代わる有色系有望品種の探索に取り
組む。またラナンキュラスの栽培土壌条件の調査と新系統の栽培調査、マーガレットの新規需要に向けた色・規格の検討を行うことで、生産性の向上と
新規需要の掘り起こしを図る。高校生花いけバトルおよびフラワーフェスティバルにおいては、戦略品目のPRを通じ消費拡大と新たな需要創出を図る。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・ 輪ギクの株元送風により地下部の生育が旺盛となった一方、
二酸化炭素施用により10％程度の重量の増加が見られた。また
日中補光による品質改善効果が確認できた。

・ ラナンキュラスの土壌分析により初期の硝酸体窒素濃度がそ
の後の生育に与える影響が大きいことが示され、栽培マニュア
ルの改定と現地指導による生産性の向上に繋げた。

・ ラナンキュラスの種苗生産では、改良DIBA法で検定後、陽
性株のRT-PCR法を行うことが望ましいことが分かった。

写真

・ 高校生花いけバトルの大会動画をライブ配信した結果、動
画再生回数は現時点で2000回を超え、関心は高まっている。

・ フラワーフェスティバルかがわでは、県産花きの展示に併
せて県オリジナル品種のラナンキュラスとカーネーションの
認知度調査を行い、それぞれ認知度は63％と51％であった。

・ 動画はイベントで上映するとともに主要市場に配布するこ
とでホームユースでの消費、市場での販路の拡大に繋げた。

・ 駅等でフラワーバレンタイン活動を啓発する戦略品目を用
いたフラワーモニュメントを設置して消費拡大に繋げた。

協議会構成員：香川大学、香川県花き園芸協会、株式会社高松花市場、香川県花卉商業協同組合、香川県農業協同組合、
農林中央金庫高松支店、香川県連合自治会、公益財団法人香川県老人クラブ連合会、香川県婦人団体連絡協議会、香川県
生活研究グループ連絡協議会、香川県消費者団体連絡協議会、公益社団法人日本フラワーデザイナー協会香川県支部、香
川県園芸文化協会、JA香川県女性部、香川県農業士、高松市公園緑地課、善通寺市農林課、香川県商工会連合会、香川県
観光協会、公益財団法人日本いけばな芸術協会、香川県盆栽生産振興協議会、香川県

花の里かがわ推進委員会（香川県） 戦略品目
切花
・輪ギク
・マーガレット
・ラナンキュラス
・カーネーション（ミニティアラ）

キクの二酸化炭素施用

写真

高校生花いけバトル

・ マーガレットの脱葉処理をしても慣行区と切り花の鑑賞期
間は変わらず、脱葉処理出荷が可能であることが示された。

・ 新型コロナウイルスの影響によりブライダル需要が著しく
減少していたことから、市場からの混色での要望が低い状況
であったため、継続的な調査が必要となった。

マーガレット脱葉試験



＜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

・ トルコギキョウほ場における低濃度エタノールを
利用した土壌還元処理で十分な効果が得られなかった
事例について、原因究明と改善策の実証により、処理
技術の確立を図る。

・ トルコギキョウの斑点病対策として、土壌くん蒸剤
「キルパー」による防除方法を検討する。

・ ユリの有望品種を中心に日持ち試験を実施し、対象
国へ輸送する際の品質を実証することで、今後の輸出
に向けたノウハウを獲得する。

・ グロリオサのつぼみ状態での日持ち試験を実施し、
輸送方法とコスト比較、海外着荷時の切り花品質
及び日持ち性の違いを把握し、技術を検討する。

・ 県内の高校生を対象に、県産花きを用いた花育体験
（花いけバトル練習会）及び「高校生花いけバトル
高知大会」を実施し、県産花きの認知度向上と将来的
な花の消費量の増加につなげる。

＜今後の取組予定＞
・グロリオサのハウス蒸し込みによる害虫防除技術の確立、ユリの低濃度エタノールを用いた土壌還元処理実証及び既存土壌消毒技術の検証。
・高校生を対象とした花育体験及び「高校生花いけバトル」の開催継続による、県産花きの認知度向上と消費拡大。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・ 畝立て後の低濃度エタノールを利用した土壌還元処理に
より、ほ場全体の枯死株の発生割合は、前年度の30％から
5％へと大きく減少した。

・ 斑点病防除におけるキルパー処理の防除効果および省力・
低コスト化は判断できなかったが、効果的・効率的に斑点病
防除を行うためのデータを得ることができた。

ほ場の被覆設置状況

・ 高校生64名が参加した。その後のアンケート結果より、
花育体験もしくは「花いけバトル高知大会」後の参加者の
花き購入率が8％高くなり、45％が花を自宅に飾ることが
増えたと回答した。

協議会構成団体：高知県、高知県農業協同組合、土佐花き園芸市場

高知県園芸品販売拡大協議会（高知県） 戦略品目
切り花：トルコギキョウ、球根切り花（ユリ・グロリオサ）

グロリオサの日持ち試験

高校生花いけバトル高知大会

・ 品種による日持ちの差や、乾式輸送によるコスト低減が
可能である等のデータが得られた。

・ 輸送資材の経費は慣行区と比較して24～45円/束高く
なったが、箱入り本数やユリ開花液を用いた日持ち性等、
つぼみ出荷の有効性が確認できた。


