
＜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

トルコギキョウの日持ち性向上を図るため、ＳＴＳ剤
処理や抗菌剤等を用いた前処理剤の効果的な処理方法を
検証するとともに、前処理方法の違いによる日持ち性の
調査を行い、日持ち性向上のための前処理方法をマニュ
アル化する。

戦略品目の需要拡大を図るため、幼稚園や小・中学
校、老人福祉施設等において、花壇づくりや寄せ植え、
フラワーアレンジメント体験教室を開催する。

＜今後の取組予定＞
・トルコギキョウの日持ち性向上のための前処理方法のマニュアルは、研修会や現地指導等において配布し、生産者へ日持ち性向上技術を普及する。
・日常生活における花きの活用を推進するためには、継続的な花育体験活動が必要であることから、今後も花に親しむ機会を提供していく。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

• ＳＴＳ剤と抗菌剤の混合処理に
より、バクテリア汚染を防止で
きることを確認した。

• ＳＴＳ剤に抗菌剤を混合して２
回使用した場合では、ＳＴＳ剤
を１回使用した場合と比べて日
持ち日数は同等となり、処理コ
ストは２４％低減した。

トルコギキョウの日持ち調査（左から、０、８、16日目）

・花壇づくりや寄せ植え体験が２２８名、フラワーアレンジ
メント体験が３０６名の合計５３４名が参加した。

・参加者へのアンケート結果から、「家庭でも花を飾りたい」
という回答が６４％、「花を贈りたい」が５９％、「購入す
る機会を増やしたい」が５４％、「フラワーアレンジメント
を習いたい」が４３％となるなど、体験をきっかけにして、
花への興味や関心が高まった。

協議会構成団体：ＪＡ全農あおもり、(株)青森花卉等県内５花き市場、
花キューピット青森県支部、フジテレビフラワーネット加盟店会青森県支部、
(株)中村生花店、日本フラワーデザイナー協会青森県支部等花装飾３団体、
(地独)青森県産業技術センター農林総合研究所、青森市農業振興センター、
八戸市農業経営振興センター、青森県農林水産部

青森県花のくにづくり推進協議会（青森県） 戦略品目
切り花：トルコギキョウ

花壇づくり体験



＜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

・次年度は、仕立て本数
による病害虫発生状況や
出荷調製作業に係る労働
時間の調査を予定。

りんどうの単収向上技術の検討
・県南地域のりんどう産地において、盆需要期向
け県オリジナルりんどう（いわてEB-２号）の仕立
て本数別の品質・採花本数等を調査し、最も適切
な株仕立て本数の検討を行った。
（１株当たり仕立て本数：８本、12本、16本）

＜今後の取組予定＞
・りんどうの単収向上技術の検討を継続していく。
・県産花きの知名度向上と需要拡大のために、引き続き花育体験活動等を実施する。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

実証圃の様子

いわて花と緑の普及協議会（岩手県）
協議会構成団体：岩手県、全国農業協同組合連合会岩手県本部、
株式会社盛岡生花市場卸売市場、岩手県花卉商組合、ＪＦＴＤ岩手支部、
フラワーネット岩手県支部、ＮＰＯ法人GreenFields、
新岩手農業協同組合八幡平花卉生産部会、花巻農業協同組合

戦略品目
切り花：りんどう、きく、
鉢もの：りんどう、セネシオ

１ 生産供給体制の強化

３ 需要の拡大

りんどうの単収向上技術の検討

高校生を対象とした花育体験の実施

・県内高等学校の生徒154名を対象に、戦略品目
であるりんどう、きくを中心とする県産花きを用
いたフラワーアレンジメント教室を開催した。

・参加者にアンケートを実施したところ「今後、自分で
花を飾ってみたい」との回答が全体の81％であった。
また、「色々な種類の花について知ることができた」、

「花に興味を持った」等の意見も寄せされるなど、県産
花きの知名度向上と需要拡大に繋がる効果が得られた。

高校生を対象とした花育体験の実施

花育体験の様子

表１ 生育調査の結果（収穫時）

・仕立て本数を増やすことにより、株当たりの採花本数は多く
なるが、茎径は細く花段数も少なくなるなど、品質面でのバラ
ツキが増える傾向であった。

試験区 草丈(cm) 茎径(mm) 花段数(段) 茎の曲がり 

(cm) 

株当たり採花

本数（本/株） 

８本区 104.3 4.6 6.0 2.0 5.8 

12 本区 107.8 4.3 5.8 1.5 9.2 

16 本区 106.0 3.9 4.8 1.2 10.6 

 



＜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

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

協議会構成団体：宮城県，宮城県農業・園芸総合研究所，
全国農業協同組合連合会宮城県本部，宮城県園芸協会，宮城県花卉商業協同組合，
仙台中央卸売市場花卉仲卸協同組合仙台生花株式会社，株式会社仙花，
株式会社石巻花卉園芸

写真

現地検討会で成果を共有

宮城県花と緑普及促進協議会（宮城県）
戦略品目
切り花：きく、ガーベラ、カーネーション

蕾ガーベラの展示

・カーネーションへの低コスト生産技術（EOD-heating
）の導入実証試験

・蕾規格ガーベラの商品性検討

・カーネーションの産地表示販売の実証
・県内の公立小学校及び児童厚生施設（児童館等）を対
象とした「花育教室」の開催

・EOD-heating処理と慣行管理を比較したところ，EOD区では慣
行区と概ね同等の切り花本数及び切り花品質を確保しながらも，
１２月から2月末までの燃油使用量の合計は６５％に抑えること
ができた。

・出荷時にキャップ掛けの労力やコストが不要な蕾規格のガーベ
ラについて，消費者へのアンケートを行った結果，「蕾でも購
入したい」という回答が多かったものの，これから開花が進む
かどうかの関心が高いことが判明した。
・日持ち性や開花進行状況を踏まえ，事前に情報提供をすること
で商品化できる可能性が見いだされた。

・店頭で使用するステッカー等に加え，出荷やパック加工で
使用するオリジナルスリーブを作成したところ，消費者のみ
ならず仕入れを行う業者や生花店にも産地が認識された。
・県内６箇所の花育教室開催施設と，希望のあった28施設
へ産地を紹介する動画のDVDを提供し，花が栽培されてい
るようすや生産者のこだわりなどを上映することで県産花き
の知名度向上が図られた。

＜今後の取組予定＞
・産地への波及を図るため，冬期気温下におけるカーネーションEOD-heatingの燃油削減効果の年次変動を検証する。。
・効果的な産地表示に向け，産地名と併せて発信できる強みやPRポイントの確立について，実需者との意見交換を行い検討する。
・県産花き及び産地の知名度向上・花き消費機会拡大のため，引き続き花育教室やフラワーイベントの開催を行う。

産地名入りスリーブ/花育教室教材



１ 生産供給体制の強化

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。

＜今後の取組予定＞
・ダリアの露心状奇形花削減を図るため、発生しにくい品種の選定など、刈込み技術とは異なる切り口での高温対策の検証を行う。
・更なる需要拡大を図るため、異業種との交流を図り、新たな需要を模索していく。
・花育をとおして、世代や業種を超えた連携を深め、地域に花のある暮らしを提唱する。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・2020秋田県高校野球大会の決勝戦を戦った両
校に、秋田県産ダリアを使用したビクトリーブー
ケを贈呈することで来場者やマスコミ等へPRで
きた。
・贈呈に先立ち、場内アナウンスにより「ＮＡＭ
ＡＨＡＧＥダリア」の紹介を行ったことで、マス
コミに取り上げられ、認知度向上に繋がった。

協議会構成団体：秋田県花き生産者連絡協議会、秋田県花卉小売商業協同組合、
秋田生花株式会社、秋田県花いっぱい運動の会、全農秋田県本部園芸畜産部、
一般社団法人秋田県農業会議、秋田県農業試験場農試験場野菜花き部、
秋田県花き種苗センター、秋田県農林水産部園芸振興課

秋田県花きイノベーション推進協議会（秋田県） 戦略品目
切り花：ダリア、ラナンキュラス、ディスバッドマム

フラワーブーケの贈呈

・2020秋田県高校野球大会で、県オリ
ジナル品種のダリアを使用したビクトリ
ーブーケを贈呈し、県産花きの認知度を
高める。

花育で制作した作品

・大館市内小学校１～２年生、398名の児童が花
育体験を行った。
・参加した児童や保護者のアンケート結果から、
花育体験後に花を購入した家庭が13％、児童の
気持ちや行動に変化が見られたとの回答が70％
となるなど、花育の効果が見られた。

・ダリアにおける高温による露心状奇
形花の発生率が高い品種で品質安定化
を図るため、県内5カ所に現地試験ほを
設置し、奇形花発生回避技術について
検証する。

・花芽分化期等の高温遭遇を回避する
ため、株の刈込時期を変えて試験を行
ったが、刈込後の花芽分化期に高温期
が当たり、10月の２番花の奇形花率は
、全ての地域で90％以上となった。
・高温期の予測の難しさが浮き彫りと
なり、品種選定を含めた次なる対策の
検討に繋がった。

10月下旬の2番花の様子
ほとんどが露心状奇形花

11月に入ると露心状奇
形花は減少する

8月上旬の1番花
露心状奇形花は見られない

講師による花のクイズ

ブーケを持ち球場を行進

＜ 取 組 内 容 ＞ ＜ 取 組 の 成 果 ＞



＜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

・ 高品質なトルコぎきょうの安定生産に向け、生産ハ
ウスでの土壌物理性の改善や適切な土壌消毒の実施、
土壌分析による施肥管理、定植後の適切な栽培管理等
についての実証を行う。

・ 啓翁桜の輸送効率の向上と流通コストの低減に向け、
市場出荷段ボールの検証を行い、規格の統一を検討する。

・ ダリアの品質保持剤のリレー使用と品質評価を行い、
日持ち性の向上を図る。

・ トルコぎきょう、りんどう、啓翁桜等、戦略品目の
消費拡大に向けて展示会・フラワーコンテストを開催
し、PRを行う。

＜今後の取組予定＞
・トルコぎきょうのフラワーコンテストを開催し、生産者の技術向上に向けた品評会や、消費者への需要喚起・産地PRのための展示を行う。
・りんどうの民間育種有望系統について、種苗供給体制の強化のため、培養による苗生産効率を検証する。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・ 土壌病害の特徴や原因、防除方法をマニュアルにまとめた
ことで、症状に応じた対応策が明確になった。

・ 実証結果を基に土壌管理のポイントと健康な土づくりに関
する研修会を開催し、生産者約80名が参加し、活発な意見
交換が行われた。

写真

実証ハウスの巡回

・ フラワーコンテストには約600名が来場した。品評会入賞
作品の展示や、生産者へのインタビュー動画の放映を行うこ
とで、高品質な花き生産を行っている産地のPRを行うこと
ができた。

・ ７月に行われた啓翁桜の展示会では、夏に桜を咲かせたこ
とが観賞者の関心を引き、促成技術をPRする機会となった。

協議会構成団体： 山形県JA園芸振興協議会花き部会、
庄内花き生産組織連絡協議会、山形県鉢物協議会、山形県花木生産者協議会、
山形県りんどう生産研究会、山形県トルコぎきょう研究会、山形生花地方卸売市場、
山形生花商組合連合会、山形県

山形県花き生産連絡協議会（山形県） 戦略品目
切り花：ストック、トルコぎきょう、りんどう、ダリア、紅花
切り枝：啓翁桜

写真

切り前が早いダリアの輸送

写真

フラワーコンテストの様子

・ 啓翁桜の出荷段ボールは現在42種類あるが、５種類の段ボ
ールに規格整理できる可能性があり、今後の輸送コストの削
減が期待できる。

・ 品質保持剤のリレー使用（生産者・生花店など複数の流通
過程で品質保持剤を使用すること）により、７日間の鑑賞期
間を確保でき、鮮度の評価が高い切り前のタイミングが明ら
かになった。



＜取組内容＞ ＜取組の成果＞

３ 需要の拡大

・ 小学生等を対象とした花育活動の実施
小学生等を対象に、戦略品目の県産花きを用いた花

育教室を行い、若年層の需要拡大に取り組んだ。

・ 福島県花き品評会
養蚕・繭製品の展示等と合わせた戦略品目の消費拡

大プロモーション活動を行った。

・ 福島県鉢花品評会
戦略品目であるシクラメンをはじめとした、鉢花の

品評会を開催するとともに、フラワーアレンジメント
や寄せ植え体験を実施した。

＜今後の取組予定＞
・トルコギキョウの短茎開花やキクの白さび病に対する技術実証を行う。
・需要の拡大については、花育の実施回数を増やすとともに、各種品評会において異業種等との連携により新規需要を図る。

令和２年度次世代国産花き産業確立推進事業 実施事例

・ 約3500名の児童・園児が花育体験を行い、
参加した児童・園児及び保護者を対象とした
アンケートでは、14％が花育後に花の購入回
数が増えたと回答があった。

・ 福島県花き品評会においては、戦略品目で
あるきく、りんどうをはじめとした切り花全
体の品評会を開催するとともに、養蚕業とコ
ラボすることで、来場者に広く戦略品目のPR
を行うことができた。

・ シクラメンだけでなく、ポインセチアや葉
ボタンなど様々な鉢花を来場者に知ってもら
うことができた。また、各種体験を通して来
場者に花の魅力を発信することができた。

協議会構成団体：株式会社福島花き、株式会社あいづ園芸、
福島花卉商業協同組合、全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部、
福島県鉢花生産者協議会、福島県農林水産部園芸課

福島県花き振興協議会（福島県） 戦略品目
切り花：きく、りんどう、トルコギキョウ、宿根かすみそう
鉢物類：シクラメン

福島県花き品評会
（左：審査の様子 右：同時に展示した絹のドレス）

福島県鉢花品評会
（左：審査の様子 右：寄せ植え体験の様子）

花育活動
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