
平成 28年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

・清流の国ぎふ花き戦略会議（岐阜県）

・協議会構成団体

岐阜県、岐阜県教育委員会、岐阜大学、岐阜花き流通センター農業協同組合、

岐阜県園芸特産振興会、全国農業協同組合連合会岐阜県本部、岐阜生花市場協

同組合、花キューピット岐阜支部、岐阜園芸商組合、岐阜県花商組合、岐阜県

グリーンサービス協同組合、(公社)日本フラワーデザイナー協会岐阜県支部、

(一社)日本ハンギングバスケット協会岐阜県支部、(一社)寄せ植え華道協会、

(特非)岐阜県園芸福祉協会、岐阜県華道連盟 

・主な取組

（メニュー名） 

（１） 国産花きの輸出拡大支援に向けた植物寄生性線虫調査の実施

① 取組内容

・県産鉢物花きの輸出に向け、７名の生産者の

協力を得て、検疫で問題になる土壌中の線虫の 

調査を実施。7 月 25 日に調査方法等の検討を、 

3 月 27 日に調査報告会を開催した。 

② 取組による成果

・検査を実施した生産者が使用する用土は、

ピートモス主体で有機物が豊富であることから 

自活性線虫が多く確認できたが、植物寄生性線虫が確認できず、現状では殺

線虫剤等の散布の必要性は低いと考えられた。 

③ 今後の課題、取組の予定

・輸出に向けた植物検疫については、輸出先国、品目等により要求事項が異

なることから、植物検疫所等と連携しながら個別の具体事例に沿った対応を

行う必要がある。29 年度は中国に向けたサンプル輸出を実施したいことか

ら、中国の検疫事情について特に調査を行う必要がある。 

（２）学校での花育体験の推進

①取組内容

・小中学校及び特別支援学校において、植物を種子から育てる花苗栽培体験

と、寄せ植え、ハンギングバスケット、フラワーアレンジメント、生け花

などの花を飾って楽しむ装飾体験を実施した。

② 参加者の反応

・平成 28 年度は実施校 24 校、開催回数 62 回、述べ参加人数 1,546 人と、多

くの児童・生徒が体験をし、実施後のアンケートで「家に帰っても花を飾

ろうと思う」との意見が 73.5％を占めるなど、大変好評であった。

③ 今後の取組の予定

・平成 29 年度は、実施校 41 校、述べ参加人数 2,420 人で実施予定。



平成 28年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

・愛知県花きイノベーション地域協議会（愛知県） 

・協議会構成団体 

愛知県、豊橋市、豊川市、田原市、愛知県花き温室園芸組合連合会、愛知県

経済農業協同組合連合会、愛知名港花き卸売事業協同組合、（一社）愛知県花

き市場組合、愛知豊明花き流通協同組合、三河生花協同組合、（株）岡崎花き

卸売市場、協同組合豊橋生花地方卸売市場、名古屋生花小売商業協同組合、愛

知園芸商組合、（公社）日本フラワーデザイナー協会愛知県支部、（一社）日

本ハンギングバスケット協会愛知県支部、中日いけばな協会、アンタルヤ国際

園芸博覧会出展愛知実行委員会、フラリエみらい花フェスタ実行委員会 

・主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）物流の効率化の検討・実証 

①取組内容 

・愛知県内の中山間地をはじめ庭先集荷をしている地域では、出荷量の減

少に伴い市場集荷便が減少しており、将来的に集荷便がなくなる可能性

がある。この先も継続的に鉢物生産を続けるため、検討会を開催し（６

～３月まで計５回開催。鉢物生産者、市場、運送会社等による構成員 17

名）、岐阜県の集荷場での先進地調査（２月）と、新城設楽地区での物

流改善方策の実証（９、10 月に計２回）を行った。 

②取組による成果、参加者の反応 

・先進地調査では、集荷場の最大のメリットは、出荷先の増加であること

が明らかになった。集荷場利用によって物流コストは増えるものの、集

荷場が独自に開催する展示商談会や市場への販促活動に参加できると

いったメリットも加わり、利用者は増加していた。 

・物流改善方策の実証では、集荷場利用によ

り、運賃が１ケース当たり 50円増加したが、

同時に出荷先が５～７社から約 50社に増加

した。また、現在は受けることができない

少量注文にも対応可能であることが明らか

になった。 

③今後の課題、取組の予定 

・中山間地において今後も鉢物を生産し安定的 

に出荷していくための方策を検討する。また、 

平坦地における鉢物輸送の効率化について実証を行う。 

 

（２）園芸資材リサイクルシステムの検討・実証 

①取組内容 

・園芸資材の有効活用と花き消費の活性化を図るため、園芸廃用土需要先

の調査、並びに廃用土を回収し再利用するシステム等の手法について検

討会を実施した（６月から３月まで計５回開催。生産、物流、市場、小

売、研究機関等による構成員 15 名）。園芸廃用土需要先については、造

園業者や土の製造販売業者等に対して９月に聞き取り調査をした。また、

実証実験参加者へのアンケート調査及び聞き取り調査も行った。 

実証試験における 
集荷場での積み込み作業の様子 
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廃用土の実証実験については、協力団体（４団体（延べ 83 店舗））から

22.3t 回収し、残渣の除去等の処理をした後、学校や愛好会、個人等に

9.9t 提供した。 

②取組による成果、参加者の反応 

・廃用土の需要先として、学校花壇や植栽、愛好会の会員

向け頒布、自家用農園への客土等が見込めることが明ら

かとなった。一方で、公共事業や商品としての利用は、

量と品質が不安定であり難しいという意見が多かった。 

・廃用土の実証実験では、搬入者及び実需者から

は来年も続けて欲しいといった好意的な意見が

多数寄せられた。 

③今後の課題、取組の予定 

・廃用土集積の実証実験については継続し、土壌改

良剤を使用した土壌成分などの分析を実施する。 

・廃用土の活用事例を調査すると共に、破棄する

鉢物の正しい処理方法を消費者に啓蒙する手法

を検討したい。 

 

（３）企業や介護施設における花と緑の活用推進 

①取組内容 

・花はかつて病院のお見舞いの定番であったが、細 

菌による院内感染への懸念から、現在は多くの病 

院で花の持ち込みが制限されている。一方、日本 

感染症学会によると、免疫不全がなければ花瓶の 

水や鉢植え植物は感染源にならないとされてい 

る。潤いと安らぎを与える花の美しさや癒しの効 

果が理解され、病院で花の活用推進が図られるよ 

う、愛知県内の花の生産者団体で病院における花 

きの利活用促進検討会を立ち上げた。今年度は検 

討会を開催すると共に（９、３月に計２回。県内 

花き生産者、小売関係者、病院関係者による構成員９名）、事例調査（１、

２月に計２回。静岡県静岡市、愛知県江南市）を行った。 

②取組による成果、参加者の反応 

 ・事例調査では、病院が菌の増殖を抑えるメンテナンスフリーのエコゼリ

ーを用いて患者の共有空間への花の展示を実施した結果、８割近くの患

者や病院スタッフは好意的に受け止めていたことが分かった。また、花

の管理という業務負担増を懸念していた看護師からは、業務負担の不安

が一掃された等の意見が聞かれた。 

③今後の課題、取組の予定 

・お見舞いの花としての利用にこだわらず、医療機関でより花の活用の実

践が増えるよう提案をしていきたい。 

回収された廃用土（上）と 
トラックによる搬出の様子（下） 

メンテナンスフリーの花を 
院内に飾った事例 
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・花の国づくり三重県協議会（三重県） 

・協議会構成団体 

三重県、三重県花植木振興会、三重県花商組合連合会、日本フラワーデザイナ

ー協会三重県支部、三重県種苗園芸協会、三重県インドアグリーン協会、日本

ハンギングバスケット協会三重県支部、三重県園芸福祉ネットワーク、全国農

業協同組合三重県本部、三重県農業協同組合中央会、株式会社伊勢生花地方卸

売市場、株式会社伊勢新聞社、三重県消費者団体連合会、三重県ボランティア

連絡協議会、三重県市長会、三重県町村会、公益社団法人三重県観光連盟、三

重テレビ放送株式会社 
 
 

ハンギングバスケット教室（いなべ市） 

（１）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容 

花とみどりのある暮らしと三重の花きの情報発信、県産花き花木の消費推進

を目的として、県内外の消費者を対象に体験教室や展示を１０回実施した。 

実施時期  実施場所  
体験

者数  
内  容  

平成 28 年 4 月下旬～5 月末  
亀山市、津

市、志摩市  
―  会場装飾展示  

平成 28 年 7 月 2、3 日  いなべ市  60 ハンギングバスケット教室  
平成 28 年 10 月 22、23 日  鈴鹿市  62 寄せ植え教室  
平成 28 年 10 月 29 日  鈴鹿市  60 寄せ植え教室  

平成 28 年 11 月 23 日  東京  62 フラワーアレンジメント教室  

平成 28 年 12 月 4 日  松阪市  81 寄せ植え教室  

平成 28 年 12 月 7、8 日  津市  133 飾花デモンストレーション  

平成 28 年 12 月 8 日  津市  78 
寄せ植え教室、ハンギングバ

スケット教室、フラワーアレ

ンジメント教室  
平成 29 年 2 月 5 日  四日市市  40 フラワーアレンジメント教室  

平成 29 年 3 月 29 日  津市  58 
苔玉づくり教室  
フラワーアレンジメント  

②取組による成果、参加者の反応 

 体験者が、ほぼ全ての教室において体験予定者数に達し、多くの方に県産

花き花木をＰＲすることができた。また、体験者へのアンケートで、約８割

の方が寄せ植えやフラワーアレンジなどが初体験であったが、約９割の方が

体験教室をきっかけに花や緑を家庭の中に増やそうと思って頂けたことか

ら、花きを使用する体験教室を継続して実施することは花きの消費推進に繋

がると思われる。 

 
③今後の課題、取組の予定 

 今後も継続したＰＲが重要であることから、 
平成 2９年度以降も関係団体と連携して、 
県産花き花木のＰＲに取り組む。 

ハンギングバスケット教室（いなべ市）  

 




