令和２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）

戦略品目
切り花：全般

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＞

３ 需要の拡大 ①
・小学生を対象に、「フラワーゼミ」（花きを
用いた授業）を実施（座学と実技でインテリ
ア・ギフトとしての花き、管理方法・生け
方など学習）教育機関および若年層の新規
需要の創出を目指す。

＜取組の成果＞

・合計40名の児童を対象に「フラワーゼミ」を実施し
た。終了後のアンケートでは、84％の児童が花の授
業をまた受けたいとの結果となった。また自由回答
では「楽しかった・面白かった」が7割、自分で花
を生けることにより、フラワーゼミを通じて花に興
味が湧いたことも多くあがり、総じてポジティブな
結果となった。

生けた花は保護者へプレゼント

３ 需要の拡大 ②
・小中高校生を対象に「フラワーゼミ」動画
（いけばな編・アレンジメント編）を制作、

・YouTube上にて公開、「いけばな編」「アレンジ
メント編」を合せた総視聴回数は639回となった。

対面授業が困難な状況下での花きの授業を可
能にすることを目指す。

動画「フラワーゼミ」（いけばな編）

＜今後の取組予定＞
・全国の小中高校などの児童生徒を対象に、フラワーゼミを実施（動画使用も含め）、学習環境・教育施設での花きの需要喚起を図る

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
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
・夏秋期の路地作物であるリンドウにおいて、得意需要
期の要求体制を万全にするため、開花調整が困難である
事をうけて、遅延を起こさないように需要期前に咲く品
種群を選定し、新規定植を推奨した。

・新規定植から採花まで最低2年を要するため、結果はで
ていないものの、実需者意見と生産者意見を反映し、「需
要期前に採花出来ること」かつ「生産性の良い品種を選定
すること」が出来た。
リンドウの露地栽培の様子

２ 流通の効率化・高度化
・開花調整が困難なリンドウにおいて、需要期前（最
大10日）に採花したものを、生産地にある低温庫で保
管を行い、需要期に出荷される慣行品との品質、花持
ち等の比較実証を行った。

・最大日数である10日間の保管を行った場合は、一部
の劣化（花しみや花しおれ）が見受けられる品種もあ
ったが、7日間まで保管した検体においては、慣行出荷
のものと比較して遜色のない状態で品質、花持ちを維
持することが実証された。
低温庫内のリンドウ

３ 需要の拡大
・リンドウの低温貯蔵実証においては、湿式（バケット
使用）のみの実証ではなく、実需者の作業スペース等に
考慮し、需要拡大には乾式（慣行では段ボールを使用）
での貯蔵技術の確立も必要であると捉え、乾式実証を行
った。

＜今後の取組予定＞

・湿式では良い検証結果が得られたため、今後の需要拡大は望めるものとなったが、乾式
においては、保湿シート等を用いたり、差圧予冷を使用したり等、様々な状態で検証を行っ
たものの、商品として使用できる状態の検体は出なかった。
しかしながら、結果から箱内での空気循環や出荷時の開花ステージ調整等の改善項目も明ら
かになったため、今後はそれらの改善を行いながら実証を行い、乾式での貯蔵技術の確立に
努める。

・スマート規格の実需者への紹介や生産地での勉強会活動による普及拡大
・リンドウでの乾式貯蔵技術の確立

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
戦略品目

全国鉢物類振興プロジェクト協議会（広域）
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

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
・ 広島市（都市整備局緑政課）では、以前からグリーン
パートナ一事業という市民ボランティア団体・グループ、民間
企業の協力をいただいて、平和公園に隣接した平和大通り
の公共花壇の植栽やメンテナンスを行ってもらう事業を実施。
・ このような公共花壇に植栽される花苗は、定番品が選
ばれることが多いので、令和元年度から、幹事会員の株式
会社花満（花卸売会社）が主体となって、広島地区事
業検討委員会（広島県花卉農業協同組合、広島県花
き商業協同組合、広島市造園建設業協会、日本ハンギ
ングバスケット協会広島島根合同支部、(NPO法人)日本
闘芸福祉普及協会）を組織し、毎年生まれてくる新しい、
品種や品目を植栽をするモデル花壇の取り組みを開始。

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

＜取組の成果＞
・ 平和大通りのグリーン・パートナー事業のモデル花壇における参加者アンケートによると、62名中、新しい
品種・品目を花壇に植えた感想を聞くと、①これまでの花壇とは違う雰囲気になりそうで楽しみ43名70％、
②同じ種類の草花でも品種がいろいろあることに興味を持った17名28％、③自宅の花壇やプランターにも植
えてみたいと思った13名21％。
・ 令和元年度の成果を踏まえ、「2020広島平和大通りモデル花壇」のＰＲ冊子（カラ-16頁）を作成し
、植栽されている新しい品種・品目の特徴や栽培・管理方法ともに、これらの生産者や販売している協力店
を紹介。
・ 令和2年 『広島市みどりの基本計画（2021-2030）素案』がまとまり。広島市の花壇は、広域都市
圏を含む地元調達したもの中心に取扱う方針が盛り込まれており、本事業をベースに構築された繋がりを発
展させられる可能性が拡大。

・ 令和元年度は、花き卸売会社がジャパンフラワーセレク
ションの受賞品種等の新しい品種・品目を県外の産地から
調達した。
令和2年度の2年目からは、地元の生産者が積極的に新
しい品種・品目の導入に取り組み、地元産の花苗を供給。
広島市の平和大通りのグリーンパートナー事業のモデル花壇

＜今後の取組予定＞

・平和大通りの公共花壇におけるグリーンパートナー事業との連携・活用の一環として、広島市に協力し、広島県内の花き業界関係者が一体となって指導・支援する体制が整
備されつつあり、また、これらの成果をフラワー＆グリーンマルシェのモデル的開催等を通じて広く市民にＰＲすることにより、新たな花き園芸文化の拠点を確保し、花きの安定的な
需要拡大を推進。また、平和大通りほか、広島駅前のコンテナ花壇等にも取り組みを拡大。

令和２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＞
２．流通の効率化・高度化
採花後から最終消費地迄の日持ちを向上させ、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品目別前処理技術の確立
②温度・時間値と日持ちの検証
③ＳＴＳ吸収量と日持ちの検証
④低温貯蔵試験（３℃、８℃保管、１～３週間）
⑤差圧予冷試験（輪菊 ２００本入で試験）

３．需要の拡大
環境認証（ＭＰＳ）、日持ち品質管理認証に対する意
識、認知度を調査して、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
花き業界で初めて顧客満足度調査を行う。また、定点
観測している花き消費動向調査を継続。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花き顧客満足度調査 ②花き消費動向調査
③花き展示会出展 ④報告会の実施
⑤ウェブ、メディア発信

戦略品目
切り花：カーネーション、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。小菊、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、シャクヤク、ラナンキュラス
切り枝：ユーカリ、ミモザ、ハナモモ、センリョウ、サクラ、コデマリ他
鉢物：カーネーション、ベゴニア、シクラメン、アジサイ、ラベンダー他

＜取組の成果＞
＊品目別にエチレン感受性をチェックして、前処理方法を検証
＊品目別に温度・時間値と日持ちに関係付が出来ることを確認
ヒマワリ、リシアンサス、カーネーション
＊デルフィニウムのＳＴＳ吸収量は0.04~0.87ppmが最適、
リシアンサスは一重系1~2.4ppm、八重系0.2~1.6ppmが最適
＊リンドウ、ラナンキュラス（フレッシュライナー梱包）では
３℃で３週間の保管も可能。
＊差圧試験の箱形状（穴の位置、大きさ）は１０ｃｍ穴１個で可
＊ＴＴＩ（Time Temperature Indicator）の有効性を確認した
。
＊コロナ禍のために環境認証、日持ち認証の花の花店における
販売試験（フェアの開催）は出来なかった。
＊日持ち保証販売の認知度は26%(4%上昇）利用意向は35％。
＊環境認証ＭＰＳの認知度は12.6%。

差圧冷却試験

日持ち認証マーク

花き消費動向調査、顧客満足度調査から
＊花の購入率は43.5%（前年比0.3%減）。自宅用は伸び
たが、ギフト、イベント、業務需要は減少で相殺。
＊調査開始以来初めてギフト用23%と自宅用26%が逆転。
＊コロナ禍で「栽培」（17%）が増えた。今後増やしたい
経験は「自宅に花や植物を飾る」32%。
＊花店、量販店の満足度は、価格は良いが品質の評価が低い
＊花き展示会に出展して日持ち、ＭＰＳを訴求。

顧客満足度調査

＜今後の取組予定＞
本年度は品目別前処理技術の確立、温度・時間値の有効性を去年に引き続いて検証した。また、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。花き業界として初めて実施した花き顧客満足度調査は、そのデータから花店、量販店の品質に満足していないなど多くの課題が抽
出できた。ホームユース用規格、産地～流通の情報の一元化等に向けて取り組んでいきたい。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
国産花き需要拡大推進協議会（広域） https://homeuse-hana.jp/
協議会構成団体：花き生産団体・卸売市場団体・仲卸団体・関連資材・マーケティング団体・環境認証企業、花みどり専門メ
ディア、生活提案メディア、花き種苗会社・生産者・流通会社・販売会社 など
会員数 33会員、中央検討会 27名、企画検討委員 27名

＜取組内容＞

３ 需要の拡大・４ 実証結果の分析及び成果の普及
Ⅰ.花贈り需要拡大対策
５月を母への花贈りの期間と位置づけ、『母の月』
（MAY is MOTHER‘s MONTH）として花き業界全
体でキャンペーンの展開。

II.ホームユース需要拡大対策
①異業種との「花初心者向け＃花のABCワークショッ
プ」コラボ企画
花初心者向け「＃花のABCワークショップ」開催。花と親
和性の高い異業種とのコラボでリモート・動画配信を活用
し開催。
②消費者（花初心者）向け冊子 『花のある暮らしヒン
ト07』 制作
花き業界向け冊子『「花のある暮らし」を広げる大作戦』を
消費者向けの配布冊子として再編、花店及び親和性の
ある施設などに広く提供し、実証成果の普及啓発を図る
③国産花きのPR展示活動による消費者への魅力発信
冠婚葬祭の需要が大きく減退した、多様で高品質な国
産花きの魅力を消費者にアピール、花きの需要を下支え
するため、国産バラの展示イベントを実施。
III. 花き業界関係者向け活動
花き業界関係者向けの展示会にて国産花きのPR展示
を実施

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

＜取組の成果＞
 『母の月』展開 ニュースリリース、ロゴ・ポスターの制作、SNS施策等を展開。ニュースリリース
の反響は約48千PV、「母の月」のニュースは「一大母の日キャンペーン」の様相。2週間で合
計2,000件に近いメディア露出を実現。母の日当日～５月いっぱいにかけて、全国の花店
およびネット通販の売上が増加。 https://nippon-fc.jp/hahanotsuki/
 「#花のABCワークショップ」コラボ①ABCクッキングスタジオ リアルとリモートの2回開催。
体験直後のアンケートでは、花の飾り方がわからないという参加者の95％がよく理解でき参
考になった/今まで以上に花を購入するようになった95％、体験1ヶ月後6週間の間に花店に
行った参加者は90％と、体験後も使用した花器が活用されている事を確認。
 「#花のABCワークショップ」コラボ②オイシックス・ラ・大地 花の初心者を選出し、花材・
花器をご自宅に届け、配信動画を見て自宅で参加頂いた。開催後のアンケートと共に、事
後キャンペーンでInstagramの発信で多くのご自宅で花を楽しむシーンが見られた。 体験
後は、花を身近に感じ、花の購入し始めるきっかけとなった事を確認、更に今後も花への興
味を継続させ、花店顧客につなげられるよう進める。
 消費者向け冊子 『花のある暮らしヒント07』 制作 10万部を制作し、日本花き卸売市
場協会より花店へ展開。消費者への啓発用リーフレットとして、花店他親和性の高い施設で
活用。
 国産花きのPR展示活動による消費者への魅力発信 アートアクアリウム美術館で国内バ
ラ品種展示を実施。クリスマス期間、広い年代層に人気のある施設で国産バラ訴求及びア
ンケートの実施
 業界関係者向け活動 「アグロイノベーション2020」においてブライダル需要の低下したバラの
国内産地にフォーカスした展示及びアンケート実施。

アグロイノベーション展示

アートアクアリウム美術館展示

＜今後の取組予定＞新型コロナウイルス感染症の影響による花き需要変化に伴い、花きのホームユース需要は好機となっている一方、ブライダルや葬祭花き需要については、大きな影

響を受けており、アフターコロナに向けた新たなマーケット創出に取り組む。

令和２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）
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

戦略品目
切り花：マーガレット、ニホンスイセン、フリージア、キンギョソウ、
トルコギキョウ、カキツバタ
切り枝：アカシア

＜取組内容＞
１ 生産供給体制の強化
・生産の減少している品目、需要が見込まれている品目
に着目し、適切な時期・規格で出荷する生産方法の確
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
す栽培方法の確立を目指して実証栽培をおこなった。
・ニホンスイセン・フリージア・カキツバタ・アカシア
について、新規産地での生産体制の確立を目指し、実
証栽培をおこなった。防風対策、遮光管理等を工夫し、
従来産地化できなかった地域での栽培や、生産に取り
組みやすいよう、従来の栽培方法よりも簡易な管理で
栽培する方法の確立を目標とした。
・キンギョソウ・トルコギキョウは、主に夏季の栽培管
理について、品質低下を防ぎ、コスト面でもメリット
のある栽培管理方法を検証した。

３ 需要の拡大
・大田市場中央通路での展示により、花き販売者向けに
取り組みの紹介。
・浪江町のイベントでの展示により、一般消費者に向け
に地域の花の紹介。

＜取組の成果＞
・マーガレット：7月に定植し、一部の株は夏の暑さで枯れた
ものの、11月下旬より出荷可能な状態になった。仕立方法
については今後も継続して改善をしていく。また、品種構成
をより良くするため、番号品種を試作し、栽培面、品質面、
市場性について評価をおこなった。
・ニホンスイセン：ハウス内にて、昨年度よりも密植にし、遮
光レベルも上げて管理したところ、出荷可能時期は1月下旬
～2月と遅れたが、短めながら切花品質は良好。夜温の管理 左：マーガレット圃場（10月）
右：収穫した切花（1月）
の調節等で12月末出荷も目指せる可能性は見えた。
・フリージア：順調に生育し、出荷可能な切花は収穫できた
が、仕立ての改善が課題となった。
・カキツバタ：順調に生育したが、収穫には至らなかった。
・アカシア：ハウス物は高さが出すぎないよう選定しながら、
引き続き株養成をしていく。露地は防風対策を強化したが、
昨年同様枯れてしまった。
・キンギョソウ・トルコギキョウ：生育期の温度を簡易に効率 左：スイセン圃場（12月）
良く下げ、発芽率の上昇、切花の品質向上が可能となった。 右：収穫した切花（2月）
・大田市場にて1月下旬にマーガレット展示、3月下旬にフリ
ージアの展示をおこない、花き販売者向けに取り組みを紹
介した。
・3/20の「道の駅なみえ」グランドオープン時にフリージア
をはじめ、浪江町で生産された花材を使用。町外、県外か
らの来訪客へ浪江町の花生産の取り組みを紹介した。
マーガレット展示 道の駅なみえでの装飾

＜今後の取組予定＞

・福島でのハウス栽培にて、12月下旬から1月に出荷可能なニホンスイセンの栽培方法の確立を目指す。

・12月出荷のマーガレットの増産、品種構成の改良による認知度の向上を目指す。

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２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
花き全国技術実証コンソーシアム（広域）
コンソーシアム構成団体： 農研機構野菜花き研究部門、株式会社フラワー・スピリット、
長野県野菜花き試験場、淡路日の出農業協同組合、兵庫県立農林水産技術総合セン
ター淡路農業技術センター、静岡県農林技術研究所、滋賀県、愛知みなみ農業協同組
合、愛知県経済農業協同組合連合会、富山県、長崎県農林技術開発センター、株式会
社大田花き、株式会社フラワーオークションジャパン、クリザール・ジャパン株式会社

＜取組内容＞
１ 生産供給体制の強化
①トルコギキョウ抑制栽培における点滴潅水による品質
向上技術の実証
②カーネーション少量土壌培地耕実証
③バラ養液栽培における少量培地耕の検討
④中輪ギク少量土壌培地耕実証
⑤輪ギク:物日に合わせた70㎝規格での効率生産
⑥水田営農における田畑輪換による夏秋小ギクの露地
電照栽培技術
⑦露地夏秋小ギクにおける電照による開花調節技術実証
【参照：技術実証報告】

２ 流通の効率化・高度化
⑧切り花類の安定供給に資する低温保管技術実証
市場のロット・品質に対応でき、国内需要に応じた安定供給な
らびに海外輸出に資する低温保管技術を核とした供給/流通体
制の構築に取り組む。

＜今後の取組予定＞

戦略品目
切り花：
トルコギキョウ、カーネーション、バラ、中輪ギク、
輪ギク、小ギク（夏秋期）、その他の切り花類

＜取組の成果＞
①点滴潅水導入による出荷ロス低減と秀品率の向上により
所得アップ達成
②少量土壌培地耕と夏季環境制御（EOD-cooling）により
秋季から良質な切り花生産が可能。
③ロックウールマット廃棄問題の解消から環境にやさしい
低コスト栽培が可能
中輪ギク少量土壌培地耕
④少量土壌培地耕システムでキク栽培初心者でも、高収量を
安定して得られることを確認。
⑤生産・流通・販売が協力していくことで、今後の 70 ㎝
短茎規格の輪ギク効率生産体系の普及が見込まれる。
⑥夏秋小ギクの露地電照栽培技術は全国の水田農業地帯への
普及拡大も可能。
⑦夏秋小ギクの露地電照栽培技術は需要期に確実に出荷できる
赤色LEDによる小ギク露地電照栽培
技術として普及がが見込まれる。
⑧物日の安定供給・海上輸送に資することを目的に、全国切り花
産地との連携により各種切り花類を対象に前処理剤/後処理剤/梱
包補助資材/湿式輸送・保管/CA（Controlled Atmosphere）保管
技術等の有効性を検証した結果、冷蔵保管技術を核とし、品目に
応じた適切な前処理剤/後処理剤/梱包補助資材の活用によって需
要に応じた安定供給に資することを示した。ただし、冷蔵コンテ
ナでのCA保管技術の効果は判然としなかった。

輪ギク

“岩の白扇”

乾式横箱
＋梱包資
材の活用
2℃保管
19 日後の
状態

・国際化に対応し得る効率安定生産・流通システムの実証に取り組み、実需者との連携強化を通じて明確化される国産安心品質の切り花供給体制を構築し、国産花き基幹
品目の輸入品に対する競争力強化と国産シェア回復を目指す。あわせて、輸出拡大が見込まれる品目について、輸出促進に資するため、輸送性や日持ち性などの向上を目指
す。

