令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
いばらきの花振興協議会（茨城県）
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

＜取組内容＞
１ 生産供給体制の強化
・ 茨城県鹿島地帯特産指導所の研究成果である「千両
の炭疽病防除体系技術による品質保持」について、産
地への導入を実証し、国内外での需要拡大を図る
・ 年末年始に需要が大きいサクラの開花調整技術を実
証し、計画生産による出荷労力の分散化と需要が高い
時期の出荷による有利販売を図る。

戦略品目
鉢もの：シクラメン、アジサイ、ミニガーベラ、マーガレット、クレマチス
切り枝：若松、千両、ハナモモ、ヒムロスギ、サクラ、ドウダンツツジ、
ライラック、ハナザクロ、カクレミノ、チンシバイ、レンゲツツジ、
ディアボロ、ヒメリョウブ

＜取組の成果＞
・ 千両の炭疽病が発生しやすい時期に防除効果が高い薬剤を
200L/10a程度散布し、炭疽病による枯死枝葉を除去する耕
種的防除を組合せることで、炭疽病の発生及び鑑賞時の品質
劣化を抑えることができた。
・ サクラの低温処理（８℃以下）の時間短縮について実証を
した結果、317時間程度の低温処理であっても年内出荷が可
能であることが分かった。

炭疽病総合防除体系の
実証用千両ほ場

２ 流通の効率化・高度化
・ ポストパレットを活用した若松の出荷時の作業時
間の短縮及びトラックの積載効率化を実証し、輸送
コストの軽減を図る。
・ ポストパレットを活用した鮮度保持剤（STS剤）
処理による流通段階での品質保持を実証し、日持ち
保証及び需要拡大を図る。

・ 若松のポストパレット輸送により、トラックへの積載効率
が慣行輸送の2.5倍、積込み及び荷下し作業時間が慣行輸送の
5%以下に削減できた。
・ 収穫後の千両にSTS剤2,000倍溶液を吸水させ、ポストパ
レットで輸送することで、市場着荷から３週間において落果
が少なく、良好な状態を保つことができた。

若松のポストパレット輸送

３ 需要の拡大
・ 保育園児～中学生を対象に、県産花きを用いた花育
教室を行い、花きと親しむ習慣の定着化と消費拡大を
目指す。
・ 高校生花いけバトルいばらき大会及びいばらき花フ
ェスタと同時開催し、県産花きの効果的なPRと消費喚
起を図る。

・ 花育教室を計22回開催し、合計872名が参加した。アンケ
ート調査の結果より、花育体験後の花き購入の割合は、体験
前と比較して6％高くなった。
・ 高校生花いけバトルいばらき大会には、計8校17チーム34
名の高校生が参加し、観客数は常時約250名に上った。いば
らき花フェスタには、開催期間3日間で約2,000人が来場した。

＜今後の取組予定＞

花育教室

・ サクラのさらなる短時間での低温処理による年内出荷の可能性について検討する。
・ 炭疽病防除体系技術及びSTS剤による処理の有効性を産地に周知し、普及するとともに、ポストパレットの市場の受け入れ体制、市場からの回収方法を検討する。

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

戦略品目
切り花：トルコギキョウ

＜取組内容＞
１ 生産供給体制の強化
・ トルコギキョウにおけるハウス内環境測定装置の導
入により適切な栽培環境を明らかにし、生産性や品
質の向上を図る。

＜取組の成果＞
・ ハウス内環境がリアルタイムで把握できることにより、き
めの細かいハウス内温湿度や炭酸ガス濃度の管理ができる
ようになった。

写真

・ ハウス内環境データを部会内で共有することにより、部会
全体の生産性及び品質の向上が図られた。
トルコギキョウ栽培ハウスにおける
環境モニタリング装置の設置

３ 需要の拡大
・ 小学生や未就学児を対象に、県産花きを用いた寄せ
植えや花束作りを行い、花きと触れ合う機会作りを
行った。
・ 福祉施設を対象に、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を行い、施設利用者や施
設職員へ花きとの触れ合う機会の提供を行った。
・ 一般消費者に対し、新たな花文化の展示（ハロウィ
ンイベント）や秀品花き展示会を実施し、県産花き
の需要拡大の取組を行った。

＜今後の取組予定＞

・ 参加した児童の保護者９３９名のアンケート結果より、
花育体験後の花き購入率が１７％高くなった。
・ 未就学児の保護者１１２名のアンケート結果より、購入
率が１９％高くなった。
・ 福祉施設の職員118名のアンケート結果より、園芸体験
後の花き購入率が46％高くなった。
・ 秀品花き展示会の来場者のうち36名にアンケート調査を
実施した結果、展示会後の花き購入率が42％高くなった。

・ユリを戦略品目として、環境制御装置の導入実証及び、炭酸ガス発生装置の導入実証を行う。
・戦略品目であるユリとその他県産花きを一体的にPRし、需要拡大を図る。

ハロウィンをテーマとした
県産花きのPR展示

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
群馬県花き振興協議会（群馬県）
協議会構成団体： 群馬県農政部蚕糸園芸課、群馬県園芸協会、全国農業協
同組合連合会群馬県本部、群馬県中央園芸株式会社、群馬県生花商業協
同組合

＜取組内容＞
１ 生産供給体制の強化
・ バラ栽培における天候に応じた給液量自動制御技術
を実証し、コスト削減及び品質向上を図る。
・ 常温煙霧器を使用した薬剤等散布作業の省力化を図
る。
・ 秋植え花壇用苗物の置き肥一発施肥技術を応用した
硝酸カルシウム入り肥効調節型肥料の活用技術を実証
し、施肥作業の省力化及び品質向上を図る。
２ 流通の効率化・高度化
・ バラの切り前や輸送温度、輸送時間等の輸送条件に
よる輸出先での日持ち性向上効果を検証する。

３ 需要の拡大
・ 藤岡市内全小学校４年生を対象に、戦略品目である
パンジーや葉ボタンを用いた花育教室を行い、若年層
の新規需要創出を目指す。
・ バラを使ったフラワーアレンジ体験や品種展示・装
飾展示を行い、バラの魅力を伝え幅広い層の新規需要
創出、消費の拡大を目指す。

＜今後の取組予定＞

戦略品目
切り花：バラ
花壇用苗物：秋植え花壇用苗物（パンジー、葉ボタン）

＜取組の成果＞
・ 日射比例式かん水コントローラの使用により、土壌水分率
の変動が小さくなり、草丈70㎝以上の収量は慣行と比べ
124％と増加した。
・ 常温煙霧器を使用することで、薬剤等の散布作業時間は慣
行方法に比べ84％削減できた。
・ 硝酸カルシウム入り肥効調節型肥料の使用により、パンジ
ーは草丈や株張り、開花率が向上した。一方で、葉ボタンは
差が無かった。
・ 品種によって、湿式に比べて乾式の方が日持ち日数が長く
また、湿式は花弁の展開速度が早く観賞期間が短かった。
・ 海外輸送を想定した7日間貯蔵の場合、5℃よりも1℃保存
の方が日持ち日数が長かった。また長期間輸送する場合、通
常切り前よりも早いタイミングでの収穫により、日持ち日数
を延ばすことができた。
・ 合計539名の児童が花育体験を行い、参加した児童及び保
護者へのアンケート結果より、花育体験後に花きを購入す
る頻度が増加した者は35％であった。
・ 合計182名の親子等がフラワーアレンジ体験を行うととも
に、県内で生産される100品種のバラを展示し、体験参加者
へのアンケート結果より、体験後に花きを購入する頻度が
増加した者は63％であった。

・バラにおける天候に応じた給液量制御について、日射量が多く天候の変化が激しい春夏季の効果を検証する。
・防虫灯を使ったシクラメン生産におけるアザミウマの防除効果を検証する。
・花育教室を他の地域でも行うとともに、品種展示やアレンジ体験を継続し行い、若年層を中心とした新規需要の開拓を図る。

写真
日射センサーによる
給液量制御実証の様子

写真
花保ち検定

写真
フラワーアレンジ体験

令和元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

さいたまの花普及促進協議会（埼玉県）
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

＜取組内容＞

秋～春用花壇用苗もの（パンジー、ビオラ、プリムラ類、マーガレット）
夏用花壇用苗もの（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）
花木（ポインセチア、プリンセチア）、球根類（ユリ、チューリップ）
バラ、盆栽（ビャクシン、マツ、マキ）

＜取組の成果＞

１ 生産供給体制の強化
・ バラ切花におけるLED補光技術を実証し、収量向上
を図る。

・ 1日18時間のLED補光によって、実証した全ての品種（サ
ムライ08、レッドスター、アイスブレーカー、レディラブ
、ベイブ、シューティングスター）で収量増加及び品質向上
（上位等級増）の効果があった。品種による差はあったが、
収量は最大で2倍以上に増加した。

・ ポインセチアにおける濃厚少量煙霧器の薬剤散布技
術を実証し、労働時間の削減を図る。

・ 9～12月の害虫防除のための薬剤散布において、従来は動
力噴霧器等を使い、765分かかっていたが、濃厚少量煙霧器
を活用することにより、40分にまで削減できた。

・ 盆栽における薬剤処理技術を実証し、線虫の効果的
な防除を図る。

・ アバメクチン乳剤の処理によって、線虫防除効果が認めら
れた。処理前に根洗いすることにより防除効果が高まった。

バラ切花のLED補光

濃厚少量煙霧器による処理

３ 需要の拡大
・ 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。
・ ラグビーワールドカップ大会会場等における戦略品
目の県産花きを用いた装飾展示を行い、消費の拡大を
図る。

・ 合計4,533名の児童が花育体験を行い、参加した児童家
族へのアンケート結果より、花育体験後の49.9％の家庭で
花き購入回数が増え、平均購入回数は3.6回から5.9回に増
加した。

花育体験

・ 熊谷ドームや大田花きなど、合計9か所で展示会を行い、
県産花きの魅力を広くPRした。
展示会

＜今後の取組予定＞

・ バラ切花におけるLED補光について、液肥を増やした条件下で実証を行い、さらなる収量増加が見込めるか検証する。
・ 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。

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
千葉県花き振興協議会（千葉県）
協議会構成団体：公益社団法人千葉県園芸協会、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、株式会社第一花
き柏支社、一般社団法人JFTD千葉支部、
千葉県茶華道協会、千葉県

＜取組内容＞
１ 生産供給体制の強化
・輸出用植木の根洗い技術の実証試験
本県の植木輸出の主力品目の一つであるイヌマキに
ついて、輸出の際に植木の土を除去するための根洗い
技術を時期別に実証した。
３ 需要の拡大
・花育体験授業の実施
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
的とし、県産の花が出回る時期を中心に千葉県全域の学
校等で花育授業を開催した。
・千葉県産の植木を使った伝統的な日本庭園の展示と植
木の伝統樹芸実演会の開催
本県の‘伝統造形技術’で造られた植木は、国内外で高
く評価されており、国内外に花植木の魅力を広く伝える
ため、県産植木を用いた日本庭園の展示と、高い技術を
持つ「千葉県植木伝統樹芸士」が、植木の樹芸技術の実
演を行った。

＜今後の取組予定＞

戦略品目
輸出用植木
切り花 ストック、ひまわり

＜取組の成果＞
５月、９月、２月に根洗いを実施。そ
れぞれ枯れの程度が同様程度で、この
時期に根洗いを行うことができること
を実証し、作業の負担が大きい厳冬期
を避けた時期に根洗いをできることを
確認した。

根洗い試験の様子

幼稚園・保育園10園、小学校42校、高
等学校９校、合計61校・園の3,062名
・ が花育体験を行った。参加した児童の
・ 保護者のアンケート結果より、花育体
験後の花きの購入頻度が増えたと回答
した保護者が13％であった。
生産者による花育体験授業

「成田」という特徴を生かし、国内外問
わず幅広い利用者にPRができた。本展
示についてアンケートを行ったところ、
76%が展示を興味深いと感じ、66％が
日本の植木を庭などに植えてみたいと思
う、との結果になった。また、樹芸の実
演会では、88％が実演を見て植木に興
味がわいたと回答があった。

実演会の様子

・輸出用植木については根洗い後の充填資材の違いや蒸散抑制剤による、定植後の生育の違いについて、実証試験を行う。

日本庭園の展示

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
神奈川県花き・植木振興地域協議会（神奈川県）
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）

戦略品目
切り花：スイートピー、一般切花（コギク）
鉢もの：洋らん鉢物（コチョウラン）
花壇用苗もの：春夏花壇苗、秋冬花壇苗（マリーゴールド、パンジー等）
花木類：観賞用植木（ハナモモ等）

＜取組内容＞
１ 生産供給体制の強化
・ スイートピー栽培における、LED補光による曇雨天
時の落蕾防止と収穫期の前進を実証した。
・ ６時～19時の13時間の間で、照度計センサーで
10,000lx以下となった場合に植物育成用LED照射に
よる補光を行い、対照と比較した。

２ 流通の効率化・高度化
・ 盛夏期の海岸地域における花壇苗と植木の日持ち
性の高い品目・品種を調査した。
・ 花壇苗はハンギングバスケットを作成し、植木は
コンテナに植栽して海岸付近の公園に設置した。

＜取組の成果＞
・ 春咲き系の品種（ルナ）では日長延長の効果で採花時期が
早まり、秀品（4花2L）が株あたり１本の増収があった。
・ 冬咲き系の（スプラッシュ・ブルー）では秀品はほぼ同等
であったが、優品（4花L）の本数が増えて株あたり２本の
増収があった。
・ 草勢を強く管理する園での実証であったため、落蕾防止の
効果は顕著に表れなかった。

LED設置状況

・ 花壇苗ではポーチュラカの日持ち性が高いことが
確認できた。
・ 植木では、ウェストリンギア、メトロシデロス等の日
持ち性が高いことが確認できた。
ハンギングバスケット設置状況

３ 需要の拡大
・ 小学生を対象に植木を用いた緑育体験を実施した。
・ 植木に関する（地元の植木産業の紹介や植木の栽培
方法等）座学を２回と挿し木体験、鉢上げ体験の計
４回実施した。

・ 合計124名の児童を対象に緑育体験を行い、参加した児
童へのアンケートの結果より、地元の植木産業についての
認識が98％となった。
・ 保護者への追跡アンケートの結果より、44%の子供が植
物への興味が増す傾向になった。また、体験後に花き・植
木を購入した家庭が48％となった。
緑育体験（鉢上げ）の様子

＜今後の取組予定＞

・スイートピーのLED補光については、令和２年度以降も実施を継続する。
・盛夏期の海岸地域における花壇苗の日持ち性については、令和３年度に別の品目・品種を調査する予定。
・緑育体験については、令和３年度に別の小学校で実施する予定。

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
山梨県花き振興協議会（山梨県）
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、山梨県農政部花き農水産課

＜取組内容＞
１ 生産供給体制の強化
・ビオラ、サルビア等の飾花用苗について、飾花後の品
質に優れた品種の選定を行う。
・ピラミッドアジサイの飾花用苗について、実需者・消
費者ニーズに対応した品種の選定、定植苗サイズの生
育比較の実証

３ 需要の拡大

戦略品目
飾花用苗もの
ピラミッドアジサイ、ビオラ、ベゴニア、サルビア

＜取組の成果＞

・飾花後の品質に特に優れた品種としてビオラ５品種、ベゴニ
ア２品種、サルビア３品種が選定された。
・供試した３品種(ライムライト、山梨24－1、山梨22－1)に
ついて、いずれも飾花後は順調に生育し、開花から長期間(
いずれも２ヶ月程度)観賞できた。

ベゴニアの品種比較展示

・３．５号鉢苗、５号鉢苗ともに枯死株等の生育不良株の発生
はなかったことから、５号鉢苗を使用することで早期成園化
を希望する施設等への利用拡大につながる。

・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。

・小学校７校の児童計318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、1０％
の保護者が体験後に花の購入頻度が増えたと回答した。

・県内公共施設や集客施設等において、ピラミッドアジ
サイ県オリジナル品種（２品種）の飾花展示を行い、
県民へのPRを図る。

・県内27市町村のうち、25市町村の庁舎および道の駅等の施設
において寄せ植え鉢によるピラミッドアジサイの展示を行い、
県民へ周知が図られた。また、令和２年度も22市町村が継続し
て展示を行うこととなった。

＜今後の取組予定＞

写真

・ピラミッドアジサイについて、県内公共施設等での展示を継続的に行い、消費者へのPRを図る。
・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組を継続する。

写真
花育体験教室の様子

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
ふじのくに花の都しずおか推進協議会（静岡県）

戦略品目

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

切り花：バラ、ガーベラ
鉢物：マーガレット

県花き新品種育成研究会、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、
静岡県華道連盟、静岡県

＜取組内容＞

＜取組の成果＞

１ 生産供給体制の強化

・バラでは、日射比例で給液管理することで、年間の水道代が約20％低減したほか、病害虫
の発生が減り農薬資料料が45％低減した。

・バラにおいて普及が進む環境制御の効果を最大化し、
低コスト化を図るため、制御と給液条件等を比較実証す
る。

・ガーベラでは、需要期の秋口及び３月の安定生産には、夏場の地上部または地下部（培地
内）の温度を下げると、その後の収量が多くなることが確認された。

・ガーベラの養液栽培において、需要期の安定生産技術
を確立するため、地上部と地下部の総合的な管理方法に
ついて実証する。

・実証結果等は、県内生産者に広く公開し、技術の普及を図った。

・鉢物マーガレットでは、夏場の冷涼地での育苗実証の結果、成苗率が向上した。

・静岡県育成の鉢物マーガレットについて、夏季の安定
的な種苗増殖技術について実証する。
バラ給液管理モデル

３ 需要の拡大
・将来的な花き消費層の開拓を目的に、高校生等を対象
とした、フラワーアレンジメントやガーデンづくり等の
体験企画を実施する。
・戦略品目を中心に、本県で生産される切花や鉢物、花
壇苗等を使用し、生産者による説明を実施する。

＜今後の取組予定＞

ガーベラ実証検討会の開催

・令和２年２月に開催したコンテストには、県内の高校生や大学
生合計73名が参加した。
・参加者へのアンケートでは、実施後に花への関心が高まったと
する回答は91％と高かった。
・また、花き購入数量が実施前より高まったとする回答は36％
であり、企画の実施により、花き消費拡大に効果が見られた。

・実証で得られた管理手法等の普及を図り、生産性の向上や安定生産に向けた体制強化を推進する。
・コンテスト実施により、花きへの関心や購入数量増加に効果が見られており、引き続き、若年層が花に触れる機会創出に取り組む。

鉢物マーガレット育苗実証の様子
写真のキャプション

体験の様子

令和元年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例
長野県花きイノベーション推進協議会（長野県）
協議会構成団体： 長野県、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、松本花
市場、長野中央園芸市場

戦略品目
切り花：トルコギキョウ、アルストロメリア

＜取組内容＞
１ 生産供給体制の強化
・ 冬期アルストロメリア栽培において、変温管理技術
を導入し、冬期暖房コストの低減効果を調査する。

＜取組の成果＞
・ 冬期（12月～２月）栽培において、多段サーモを使用し
て夜間温度を３段階に変温管理を行い、産地実証を実施した
結果、恒温で管理した対照区と比較して、約10～15%の重
油削減効果となった。
アルストロメリア試験ほ場

３ 需要の拡大
・ 国際フラワーフォーラム2019の中で、若年層の需
要喚起を図るため、異業種と連携したフラワーファッ
ションショーの及び高校生花いけバトルを開催する。

・ 高校生及び専門学生を対象に開催し、参加者を対
象としたアンケート結果から、花き購入意欲の向上
率が60%以上高くなった。
全国高校生花いけバトル長野大会

・ 小学生を対象に、花育に積極的に取り組む花育実践
モデル教室を選定し、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。

・ 合計770名の児童が花育体験を行い、参加した児童への
アンケート結果より、花育体験後の花き購入率が82％高く
なった。

花育実践モデル教室

＜今後の取組予定＞

・アルストロメリアの変温管理試験を継続して実施し、冬期コスト削減効果を引き続き検証する。
・実施方法等を検討し、より多くの児童が花育教室を体験できるような方法で実施していく。

