
平成 27年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

・新潟県花き振興協議会（新潟県） 

・協議会構成団体 

新潟県花き球根振興協議会、 

(株)新植（卸売市場）、(株)新花（卸売市場）、新潟県鉢花生産組合、 

新潟県園芸商協会、新潟県グリーンサービス協会、 

JA 全農新潟県本部、県内農協、花き生産者（約 20 名） 

新潟県、食と花の世界フォーラム組織委員会            他 

・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 

  

（１）園芸資材リサイクルシステムの検討・実証 

 

 ①取組内容 
・使用済み園芸用土のリサイクルによる 

園芸資材の有効活用により花き消費の 

活性化につなげるため、園芸資材リサ 

イクルシステムの検討・実証を行った。 

・リサイクルシステムの検討のため、昨 

年度に引き続き当協議会の鉢花部会が 

中心となり、新潟大学農学部、リサイ 

クル業者、園芸店、量販店、食と花の 

世界フォーラム組織委員会の協力を得 

て検討会を計２回（平成 27 年６月、平成 28 年１月）開催し、取組を進め

た。 

・昨年度に消費者より回収し、ふるい分けして異物を除去した園芸用土を保

管しつつ、成分分析・放射線量測定などを行った。 

・園芸用土は平成 28 年４月開催の「萬代橋チューリップフェスティバル」参

加者へプランター用土として配布し、残りは花壇用土などに使用した。 

 
②取組による成果、参加者の反応 
  

○成分分析の結果（平成 27 年４月、10 月実施） 
・新潟市農業活性化研究センターにて園芸用土の成分分析を計２回実施。 

   ・１回目と２回目の分析値の平均値を比較したところ、１回目に比べて

２回目は全体的に数値が減少した。これは雑草や雨により肥料分が流

出したためと思われる。 

・成分のうち、肥料の三大要素（窒素、りん酸、加里）を見ると特に窒

素の減少率が大きかった。加里、りん酸については「壌土」の基準値

より多くなった。また、その他の成分もほとんどが基準値より多くな

ったため、肥料分の流出はあったが、肥沃な土であるといえる。 

 
園芸用土の保管の様子  
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 ○放射線量測定の結果（平成 27 年９月 16 日実施） 

・放射線量測定機を使用し、リサイクル園芸用土付近の放射線量を測定

した。 

  ・保管場所の５地点（四つ角、中心）、３通りの高さ（10cm、50cm、１m）

で各２分間測定した。 

・リサイクル園芸用土付近の空間放射線量は 0.058μ㏜/h であった。こ

れは新潟県が公表する通常の測定（0.016～0.16μ㏜/h、モニタリング

ポスト測定値）の範囲内である。 

 

○園芸用土の配布の結果（平成 27 年 10 月 29 日、30 日実施） 

・リサイクル園芸用土を以下のとおり 

配布した。 

  ・場  所 いくとぴあ食花 

（新潟市中央区清五郎 336） 

  ・配布対象 「萬代橋チューリップフ 

ェスティバル」のチュー 

リッププランター出展者 

（個人、企業・団体、保 

育園、小中学校等） 

  ・配布件数および配布量 

日付 件数(件) 
土配布量 

プランター相当個数(基) 

10 月 29 日（木） 74 509 

10 月 30 日（金） 26 173 

合計 100 682 

    

・プランター（60cm）１基当たりの容量は 12ℓであるため、配布量は 12

ℓ×682 基＝8,184ℓ≒8.18 ㎥となる。昨年は信濃川浄水場（新潟市江南

区祖父興野）にて浄水発生土を配布し、配布量は約 6.11 ㎥であった。 

・参加者から「配布場所が近くなって助かる」、「良い土がもらえてあ

りがたい」との声をいただいた。 

 

③今後の課題、取組の予定 
 
 ○課題 

・再利用する上で土中の植物の種等の駆除が必要である。蒸気消毒、薬

剤消毒が確実だが、処理する量が増えるにつれて費用と手間がかかる。 
 

 
配付の様子  
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・欠乏している肥料分（特に窒素）の付加が必要となる。 

・園芸用土の成分分析や放射線検査が必要である。 

・再生した園芸用土は成分にばらつきがあるため、花き生産者や園芸用

土メーカーは不安視して使用しない。このため、商品化は現時点では

困難である。また、消費者へ無料配布した場合、メーカーを圧迫して

しまうおそれがある。 

 

○リサイクル後の活用方法の提案 

・イベントなどでの活用 

    →「*萬代橋チューリップフェスティ 

バル」のように花を展示するイベ 

ントでプランター用土として活用 

することで、環境に配慮したイベ 

ントであることを PR できる。 

*萬代橋チューリップフェスティバルとは 

新潟市に春の訪れを告げるイベント。市民が育てた市の花「チュ

ーリップ」約 33,000 本で、JR 新潟駅から新潟市のシンボルであ

る萬代橋までの区間を飾る。 

 

・公共事業での活用 

    →リサイクル園芸用土はふるい分けのみの段階では肥料分が豊富であ

る。また、栽培されていた植物の種なども混入しており、土壌改良

や緑化の効果が期待できる。 

 

○今後の取組 

・園芸店での回収と成分分析を引き続き実施する予定である。 

・回収した園芸用土の再利用について、生産者の理解を促す。また、用

土を養生したうえでの生産者による再利用を検討する。 

 
萬代橋チューリップフェスティバル  
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・富山フラワーネットワーク（富山県） 

・協議会構成団体 

富山県花き生産者協議会、富山県花卉球根農業協同組合、（株）富山中央花き園芸、 

富山県花き仲卸組合、全国農業協同組合連合会富山県本部、富山花き商業協同組合、 

（一社）JFTD 富山支部、（公社）日本ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾅｰ協会富山県支部、富山県華道連合会、 

（公財）花と緑の銀行、富山県 

・主な取組 

（１）物流効率化の検証・実証 

①取組内容：統一箱を利用しての流通実証 

旧盆の物日需要期は、物流量が多く効率的な市

場への集荷体制の整備が求められていること、出

荷後に仲卸業者によって花束加工用に冷蔵保管さ

れることから、葉の黄化等品質低下の防止対策が

求められている。このため、平成 26 年度に作成し

た統一出荷箱を活用し、市場の直接集荷によるコ

ールドチェーンの品温管理技術を流通実証し、日

持ち調査による品質維持効果を検証した。 

②取組による成果 

ア．統一箱の冷蔵保管時の梱包方法 

７～８℃で 10～14 日間保管した後、一部で葉の

萎れ等の品質低下がみられ、統一箱の取り手口から流れ込んだ冷気が直接小

ギクにあたることが要因と推察された。このことから、流通過程で冷蔵保管

される場合、「冷気が直接小ギクにあたらないよう茎葉を新聞紙等で包む」

または「出荷箱の穴を塞いで使用する」等の対応が必要と考えられた。 

イ．前処理剤の利用の有無と調整（前処理）時の温度の影響 

  いずれの品種も前処理剤を利用した方が日持ち日数が長くなり、保管期間

が長くなるほど、その差は大きくなる傾向にあった。 

また、調整（前処理）時の温度と日持ち日数との間に強い相関関係はみら

れなかったが、調整（前処理）時の温度が高いほど開花が進み、出荷時の品

質が低下した。 

以上から、小ギクを保管する場合は前処理剤の利用が必須であり、調整（前

処理）時の温度は 25℃以下となるよう作業場内の環境改善が必要と考えられ

た。 

ウ．輸送時の温度の影響 

市場による直接集荷便を利用することで、輸送時間が短時間（1 時間以内）

となり、輸送時の温度が品質へ与える影響は少なかった。 

③今後の取組の予定 

流通コストの削減に向けた集配基地や配達の帰り便を利用した集配ルー

ト短縮の検証を行う予定としている。 

統一箱を利用した 
流通実証（小ギク） 
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（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容：小学生等を対象としたいけ花・  

フラワーアレンジメント体験／チューリッ  

プ球根・花苗植付け体験  

【実施時期】 

平成 27 年６月５日～平成 28 年３月 15 日 

【実施回数】 

フラワーアレンジメント 27 教室 

チューリップ球根植付体験５教室 

【参加人数】延べ 1,019 人 

県内の子供達に花や緑のある生活空間と

それに触れることのできる機会を提供し、よ

り生活に密着した「文化」としての認識と豊

かな感性を育むことを目的に、県内の幼稚園

や保育所、小学校を対象として、フラワーア

レンジメント、花壇へのチューリップ球根の

植え付けなどの出前授業を開催。講師が花の

切り方や挿し方、植え方を手ほどきし、アレ

ンジメントや花壇を作成した。 

②取組による成果・参加者の反応 

多くの子供達にとって初体験となり、花の楽しさを肌で感じた、特に男子の

創造性には目を見張るものがあった等、周囲の教職員・保護者からも高く評価

された。 

体験後のアンケート結果（回答率 88％）から、花育活動を継続（75％が実費

負担してでも継続）したいとの要望が多くあった。 
○体験者の意見（アンケート抜粋） 

・とてもよかった。普段、花を生ける機会のない子どもたちは、とても楽しんで真剣に取組んでいた。

作品は学習発表会で展示し、保護者にも好評だった。 

・「花育」のねらいを知り、とてもすばらしい活動だと思いました。幼児にも難なく楽しむことができ

ました。 

・子ども達の自由な発想のもと、一人一人の作品ができてとても良かったです。後日、いただいた花器

に花屋さんで買ったものを生けていると聞きました。保護者にも大変好評でした。 

③今後の課題、取組の予定 

花育活動を地域に根づかせるため、地域とのつながりを考慮して地元小売店

を中心に体験教室の運営を、保育士や教職員にサポート協力を依頼する予定と

している。 

小学校でのフラワーアレンジメン
ト教室（上） 
保育園でのチューリップ植付け体
験（下） 
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・石川県花き振興協議会（石川県） 

・協議会構成団体 

石川県農林水産部、全農いしかわ、金沢総合花き(株)、(株)金沢花市場、石川

県花商事業協同組合､金沢公設花き小売商組合､石川県生花小売商協同組合、北

陸園芸商組合、一般社団法人ＪＦＴＤ石川支部、公益社団法人日本フラワーデ

ザイナー協会石川県支部、石川県花き園芸協会 
・主な取組 

  
（メニュー名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）花文化展示会 

①取組内容 

・目的：花き流通関係者や生産者が協力し、花き文化の発展、新たな花き
需要の拡大に資するため、金沢マラソン 2015 における花文化展示
会に取り組む。 

 
・実施時期：平成 27 年 11 月４日（月）～15 日（日） 
 

・内容、対象者 

金沢マラソンに訪れる人へのおもてなしの花として、園児（８園、

294 人）に 160 個のプランターを植えてもらい、そのプランターを金

沢マラソンゴール付近に設置し、参加者や関係者に癒しの提供と花文

化をＰＲした。 

また、ビクトリーブーケを作成し、園児が植えたプランターととも

に参加者受付会場に展示し花文化をＰＲした。 

 

②取組による成果、参加者の反応 

園児にプランター花の製作体験をしてもらうことにより、園児の健全な
成長や花や緑に触れる機会を増やし、花きへの関心を育むことができた。 

プランター花をゴール付近に設置することで、参加者や関係者に花によ
る「もてなし」と「癒し」を与えることができた。 

  参加者、関係者には大変喜んでいただけた。 

 

③今後の課題、取組の予定 
  花による「おもてなし」は、作る人、見る人に「癒やし」効果があった。

また、ビクトリーブーケを贈る文化の定着に向けて、平成 28 年度も継続す
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 プランター花制作体験 受付会場での展示 プランター設置状況 
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（２）フラワーバレンタイン 2016 の開催 

①取組内容 

・目的：新たな花きの需要を創出し、多くの消費者が花に親しんでもらえ
るよう、花き流通関係者や生産者が協力し、バレンタインデーに
男性から女性に花を贈るフラワーバレンタインを企画・運営し、
花の消費拡大やフラワーバレンタインの普及に取り組む。 

・実施時期：平成 28 年２月１日（月）～14 日（日） 

・内容、対象者 

フラワーバレンタインをＰＲするため、２月１日から 14 日まで金沢

駅にある金沢百番街くつろぎ館エスカレーター横にスギ等のグリーン

を中心としたハート型オブジェを展示したほか、金沢駅コンコースの

柱にスギで作ったハート型のリースをつけたパネルを展示し、フラワ

ーバレンタインをＰＲした。 

２月７日には、バラでハート型にかたどったオブジェの前で、８組

のカップルに男性から女性へ日頃の感謝の気持ちや想いを一言添えて

国産花き(バラ)を中心とした花束を渡してもらった。カップルへのイ

ンタビューでは、日頃花を贈るのは照れくさいが、彼女が喜んでくれ

て良かった等の声が寄せられ、会場は盛り上がった。 

13 日、14 日には、エスカレーター横のフラワーバレンタインＰＲ用

オブジェの前で写真撮影会を開催し、フラワーバレンタインのＰＲを

行った。 

このほか、協議会構成団体にＰＲポスターを配布し、店頭に掲示す

るなどＰＲに努めた。 

②取組による成果、参加者の反応 

  流通関係者にフラワーバレンタインへの意識が高まり、バレンタインと

いう新たな需要創出に積極的に取り組むきっかけとなった。また、２週間

オブジェを設置したことや、オブジェの前で写真撮影することにより、フ

ラワーバレンタインを消費者に知っていただける機会となった。 

③今後の課題、取組の予定 

  男性が女性に花を贈ることは照れくさいと感じており、そうした意識を
解消し、バレンタインには、男性から女性へ花を贈ることが普及していく
よう、継続的なＰＲ活動や小売店を中心とした販売促進活動の強化に取り
組んでいくことが必要である。平成 28 年度も継続して取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハート型オブジェ イベントの様子 オブジェと記念撮影 
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（３）花育体験及び福祉園芸体験の実施 

①取組内容 

・目的：幼児・児童の健全な成長や花や緑に触れる機会を増やし、花きへ
の関心を育んでいく。 

 
・内容：フラワーアレンジメントや寄せ植え体験等の花育体験の実施にあ

たり協議会構成団体に対して担当回数を示し、年間を通じて実施。 
県内の幼稚園、小学校等で花育体験を実施(43 回 1,619 人)。 

 
・実施時期：平成 27 年６月３日（水）～平成 28 年３月 29 日（火） 

 
②取組による成果、参加者の反応 

・実施した小学校の先生からは、フラワーアレンジメントを通して「一人
一人の性格が作品に表れて面白かった。このような機会があればぜひお
願いしたい」等の声が寄せられ、92%の学校から卒業までに全ての児童
に対して花や緑に触れる機会を設けてみたいとの回答を得た。 

・また、「花育体験が幼児、児童の豊かな心、優しい心の醸成につながる」
との感想が寄せられ、先生方にも花育の重要性を認識していただく機会
となった。 

 
③今後の課題、取組の予定 

・花育活動は、幼稚園、小学校の多い金沢市中心に実施してきたが（金沢
地区 27 回、能登地区 9 回、加賀地区 7 回）、花育を県全体に普及させ
ていくためには、能登、加賀方面での回数を増やすことが必要である。 

・構成団体と開催地区を調整し、平成 28 年度も県全体で 40 回以上実施す
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

プランター制作体験の様子 アレンジメント体験の様子 アレンジメント体験の様子 
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・福井県花き連絡協議会（福井県） 

・協議会構成団体 

県内各花き生産組織、㈱福井中央花卉市場、㈱花一（仲卸）、福井県花商協

同組合（小売）、福井県華道協会、日本フラワーデザイナー協会福井県支部、

ふくいの園芸福祉研究会、日本生花通信配達協会福井支部、フジテレビフラ

ワーネット福井県支部、福井市、鯖江市、大野市、勝山市、坂井市、越前町、

南越前町、県内ＪＡ、福井県農林水産部、福井県経済連 
・主な取組 

 

（１）学校・福祉施設等での花育体験推進 

 ①取組内容 
・平成 27 年６月６～７日、福井県総合グリーンセンターにて、県産花きを知

ってもらい、将来的な消費拡大につなげるため、「フラワーグリーンフェア

ー’15」に参加し、花の寄せ植え体験、花苗づくり体験、フラワーアレンジ

メント体験教室、ミニブーケづくり体験を行った。 

②取組による成果 
・本フェアーには延べ約２万人の参加があり、各ブース充実した内容となった。 

・体験教室では延べ 310 人が参加した。 

・これらの取組により花きを知ってもらうとともに、多くの人に花に親しむき

っかけ作りができたと思う。 
③今後の取組の予定 
・平成 27 年度は、福井県総合グリーンセンターと連携して実施することで、取

組の拡大を図ることができた。平成 28 年度は、福井県総合グリーンセンター

で体験教室に加え、さらにステージイベントを行う予定であり、一般消費者に

広く県産花きの PR を行うことで、消費拡大につなげていきたい。 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

ミニブーケづくり体験 フラワーアレンジ体験 

  

寄せ植え体験 


