
平成 30年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

１ 事業実施主体名 北海道花き振興協議会（北海道） 

２ 協議会構成団体 北海道花き生産連合会、北海道鉢花生産組合、北海道ばら

研究会、ホクレン農業協同組合連合会、北海道農業協同組合中央会、北海道芝

生生産者協同組合連合会、㈱札幌花き地方卸売市場、日本花き卸売市場協会北

海道支所、札幌花き園芸㈱、はまなす花き㈱、北海道植物㈱、（一社）全国花

卸協会東北・北海道ブロック札幌支部、北海道生花商協同組合、北海道フラワ

ーガーデン協会、北海道園芸商同友会、日本ハンギングバスケット協会北海道

支部、北海道いけ花連盟、北海道教育庁、北海道（計 19 団体） 

３ 主な取組 

 （１）花文化の展示 

① 取組内容 

  札幌市内３つの病院で、通院や入院をされている方々に対し、花の癒や

し効果や魅力を伝えることを目的として、平成 31 年１月から３月の間、

道産切り花やアレンジメントの展示を行った。 

② 取組による成果 

 開催期間延べ 12 日間において、966 名の方が来場

され、通院や入院をされている方々だけでなく、病

院関係者からも「お花をみることで気持ちが癒やさ

れる」との感想が寄せられた。 

③ 今後の取組予定 

   ガラスの花瓶や水を使う関係上、人の少ないとこ

ろで展示を行ったが、通路を広く取ることや展示す

る花きの丈を短くするなど安全性に配慮した展示

方法を検討し、より多くの方に花きの心と体への効

用について PR を図る。 

（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

① 取組内容 

子供たちに花に対する理解と道産花きへの親しみを

深めることを目的に北海道内 19 箇所でアレンジメン

ト教室を開催し、合計 2,046 名の親子が参加した。 

② 取組による成果 

  参加した保護者 831 名を対象にアンケート調査を

行った結果（回答 385 名）、子供、保護者とも 60％

程度が、イベント参加後も「花き」に対する興味を

持ち続けており、購入頻度についても 28％向上し

た。 

③ 今後の取組予定 

アレンジメント体験者が花に対する理解を深め、家庭においても、季

節やイベントごとに道産花きに親しんでもらえるよう取組内容検討し、

効果的実施を図る。 

 

 
｢病院での道産花き展示会｣ 

 

 

アレンジの様子 
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１ 事業実施主体名 青森県花のくにづくり推進協議会（青森県） 

２ 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 

３ 主な取組 

  

（１）産地における病害虫防除技術等の実証 

①取組内容 

トルコギキョウについて、薬剤防除に物理的防除 

（赤色防虫ネット 0.6mm 目合い）を加えた防除技術の 

実証を県内３か所（黒石市、つがる市、三戸町）で 

行った。 

②取組による成果 

三戸町では、アザミウマ類やアブラムシ類のハウ 

ス内への侵入に 95％以上の効果が認められたが、実証区では慣行区よりハウ

ス内の温度が高くなる傾向にあり、生育への影響が見られた。また、他の２

か所では、害虫の発生が少なく、ネット設置による害虫防除の効果は判然と

しない結果であった。 

③今後の取組予定 

赤色ネット被覆によるメリット（害虫の侵入が抑制）のほか、デメリット

（ハウス内温度上昇）があること、対応策として換気扇等を使用することを

講習会等で生産者に周知し、夏場の品質向上を図っていく。 

 

（２）幼稚園児等を対象とした花育体験の実施 

①取組内容 

花に接する機会を創出するため、平成 30 年５月 

から 12 月の間、県内の幼稚園、小・中学校等や老 

人福祉施設において花壇づくりや寄せ植え教室、 

フラワーアレンジメント教室を開催した（開催回 

数 30 回、参加人数 860 人）。 

②取組による成果 

体験後の 860 名を対象としたアンケート（回答 589 名）によると、幼稚園、

小・中学校等では「今後、家庭でも花をたくさん飾りたい」が 60％、「誕生

日や記念日に花をプレゼントしたい」が 44％と、老人福祉施設では、全施設

で「体験を通じて、周囲の人々との共感やコミュニケーションが促進された」

と回答があり、体験をきっかけに、花への興味や関心が深まった。 

③今後の取組予定 

継続的な体験が有効であると考えられることから、今後も花に親しむ場を

提供していく。 

赤色ネット設置状況 

幼稚園での寄せ植え体験 
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提供していく。 
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１ 事業実施主体名 いわて花と緑の普及協議会（岩手県） 

２ 協議会構成団体 岩手県、八幡平市、全国農業協同組合連合会岩手県本部、

(株)盛岡生花地方卸売市場、岩手県花卉商組合、（一社）JFTD

岩手支部、フラワーネット岩手県支部、NPO 法人 Green Fields、

新岩手農業協同組合八幡平花卉生産部会 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）いわてフラワーウィーク 2018 の開催 

①取組内容 

県産花きを用いたフラワーデザインや寄せ 

植えの展示、花に関する講演会、アレンジメ 

ント体験等のイベントを、県内各地で一斉に 

開催することで、一般消費者に対し、いわて 

の花の認知度向上と需要拡大を図った（平成 

30 年９月８日～17 日、延べ約 1,200 名参加）。 

②取組による成果              

 イベントのうち、県産の菊やりんどうを用いたフラワーデザインの展示等

を行った企画展「菊とくらし」の来場者 560 名を対象としたアンケート（回

答 58 名）では、花を自ら飾る上で参考になったとの回答が 90％、花をもっ

と生活に取り入れたいと思ったとの回答が 93％あり、県産花きの利用拡大に

向け、一般消費者の意識を高めることができた。 

③今後の取組予定 

 いわてフラワーウィークは、イベントとして定着させることでより効果が

高まると考えられ、イベント内容を拡充し、今後も継続して開催する。 

 

（２）りんどうの日持ち性向上のための鮮度保持試験 

①取組内容 

 鮮度保持ダンボール及び鮮度保持剤の活用（輸出向け）、予冷及び鮮度保

持剤の活用（需要期向け）による日持ち性向上の実証を行った（平成 30 年７

月～11 月）。 

②取組による成果 

・輸出向けについては、鮮度保持ダンボールの有効性を確認した他、日持

ち性を高める鮮度保持剤を明らかにすることができたまた、実証結果を踏

まえ、技術の共有に向けて「りんどうの輸出に向けた鮮度保持マニュアル」

を作成した。 

・需要期向けについては、特定の鮮度保持剤を用いて予冷を行うことによ

り、日持ち性を高めることができた。 

③今後の取組予定 

 輸出向けについは、鮮度保持剤を活用したダンボール出荷への切り替えを、

需要期向けについては、効果の確認された鮮度保持剤の活用を進めていく。 

 
企画展「菊とくらし」の会場風景 
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③今後の取組予定 

 輸出向けについは、鮮度保持剤を活用したダンボール出荷への切り替えを、

需要期向けについては、効果の確認された鮮度保持剤の活用を進めていく。 
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１ 事業実施主体名 宮城県花と緑普及促進協議会（宮城県） 

２ 協議会構成団体 宮城県、仙台市、全国農業協同組合連合会宮城県本部、 

宮城県園芸協会（生産者）、㈱仙台生花（卸売業者）、 

仙花㈱（卸売業者）、㈱石巻花卉園芸（卸売業者）、  

仙台市中央卸売市場花卉仲卸協同組合（仲卸）、    

宮城県花卉商業協同組合（小売） 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）産地と加工業者、市場関係者等の広域連携による花き加工技術等の実証 

①取組内容 

生産者輸送コストと労働負担を軽減するとともに、加工業者及び小売店で

の調整・加工にかかる労力・廃棄コストを削減するため、生産者段階で葉を

多く取り除き、丈を短く調整した小ぎく及びスプレーぎくについて加工流通

実証を行った。 

実証する省力規格は、長さ 70 ㎝、下葉を 35 ㎝取り除いたものとした。ま

た，通常より一回り小さい出荷箱を試作し，出荷テストを行った。 

平成 30 年７月から平成 31 年３月にかけて、生産者３戸、生花店 12 店舗

（県内９、県外３）、花束加工業者２社の協力のもとに、通常規格と省力規

格の出荷調整時間、花束等への加工性、茎葉の廃棄物重量、日持ち性等を調

査し、比較した。 

                 
 

②取組による成果 

＜生産者段階＞ 省力規格では各産地とも花の長さを 20％短く、出荷箱の容

積を 15％縮小でき、積載率向上により輸送コストを下げることができる見

込みがある一方で、廃棄物重量は 25％増加した。出荷調整作業時間は、慣

れれば通常規格と変わらないペースで作業できるという見解が得られた。 

＜加工業者段階＞ 生産者段階での脱葉により、廃棄物重量が 20％減少し

た。また、加工に要する手作業の時間は、花束加工ラインを使用した場合

はほぼ無くなり、使用しない場合でも 30％短縮したことより、人件費削減

に繋がることが分かった。需要期には商品ストックで作業スペースが狭く

なることから、出荷箱の小型化についても大きなメリットが認められた。 

＜生花店段階＞ スタンド花、祭壇など長さが必要なものを除き、脱葉の労 

 力及び廃棄物の少ない省力規格がニーズに合っていると評価された。また、 

上：省力規格 下：通常規格 （箱は通常出荷用）  花束加工業者における作業性テスト 
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 日持ち調査では、日持ちに差があったとの回答は０％であり、葉を多く取

り除いて出荷しても日持ちの低下は無いと判断された。 

＜総合＞ 加工業者及び生花店は、省力規格の普及・定着を強く望んでおり、

その際に削減されるコスト分を仕入れコストに転化することに一定の理解

を示していることから、出荷調整の工程を整理し効率化することで、生産

者の手取り額を増やすことができる可能性が示唆された。 

③今後の取組予定 

本事業で作成したマニュアル等を用いて考え方や事例を発信していくこと

により、生産者と実需者が信頼のもと、双方にメリットのある取引が個々に

行われていくよう、現場の機関と連携して支援する。 

 

（２）フラワーコンテスト、シンポジウム等の開催 

①取組内容 

消費者に対し新たな花き需要を掘り起こし、花文化の浸透及び県産花きの

認知度向上を図るため、イベントを２回延べ３日開催した。 

○「みやぎフラワーフェスティバル 2018 秋」 

平成 30 年 11 月 17 日・18 日に仙台市内のショッピングモールで県産花

き展示や体験、ステージイベント等を実施し、1,350 人が来場した。 

〇「みやぎフラワーフェスティバル 2019Valentine」 

平成 31 年２月 10 日に仙台市内商店街の店頭で県産花きの展示や販売、

体験、ステージイベント等を実施し、1,200 人が来場した。 

②取組による成果 

各イベントにおける寄せ植え・アレンジメント体験及びワークショップ型

ステージイベントに延べ 394 人が参加し、参加者アンケート（回答 366 名）

では「花に興味を持つきっかけになった」「県産花きについて知ることがで

きた」「今後、生活に花をとり入れたい」といった回答が 22％を占めた。 

「2018 秋」では「いい夫婦の日の花贈り」､「2019Valentine」では「フ

ラワーバレンタイン」について、それぞれイベント全体を通して来場者に訴

求することで、認知度を高めることができた。 

   
  

③今後の取組予定 

一過性でなく、継続的な花き消費を喚起するため、様々な消費者層に向け

て、花のある暮らしの提案・定着を図る取組を継続する必要がある。 

カーネーション生産者によるＰＲステージ（２月）

用） 

フラワーバレンタインアレンジメント体験（２月）

用） 
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１ 事業実施主体名 秋田県花きイノベーション推進協議会（秋田県） 

２ 協議会構成団体 秋田生花㈱（卸売業者）、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(花き小売)、秋田県花いっぱ

い運動の会、全農秋田県本部、(一社)秋田県農業会議、秋

田県農林水産部 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

（１）フラワーコンテスト・シンポジウムの開催 

① 取組内容 

県内生産者と花き小売店が意見交換を通じて 

相互理解を深め県産花きの消費拡大を図るため 

｢花き交流会｣を平成 30 年６月 28 日に開催した。 

交流会では意見交換に加え、生産ほ場の視察 

及び県産花きを使った生花店によるフラワーア 

レンジメントのデモンストレーションを行った。 

② 取組による成果 

 生産者・小売店それぞれの仕事への理解が深 

まったほか、求める花や規格基準などについて 

有意義な意見交換がなされた。 

③ 今後の取組予定 

生産現状や県産花きの特徴等が実需者に理解 

されることにより県産花きの利用拡大と消費者へのＰＲが図られる事か

ら、今後も定期的に開催していく。 

 

（２）学校・福祉施設等での花育体験推進 

① 取組内容 

小学生が花に触れる機会を通じて優しさや豊かさを醸成することを目的

として、平成 30 年６月から 11 月の間、秋田市内の小学校４校で「一花

一葉」花育講座を、交流施設では親子寄せ植え体験講座を実施し、合計

320 名の児童が花育体験をした。 

② 取組による成果 

 参加した児童や保護者へのアンケート調査を行 

った結果（回答 374 名）、花きへの興味関心が高まり「花育体験 

後に花きを購入した」割合は約 10％と消費拡大に 

つながった。 

③ 今後の取組予定 

アンケート調査結果から、「花育」をきっかけとして花や花を飾る・贈

ることに興味を持つ児童が多かったことから、今後も継続的に多くの児童

に花育を実施していけるよう小学校への働きかけを進める。  

花き交流会の様子 

小学校での「一花一葉」花育講座 

生花店によるデモンストレーション 
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１ 事業実施主体名 山形県花き生産連絡協議会（山形県） 

２ 協議会構成団体 山形県、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、日本ばら切花協会山形県支部、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、

生花商組合連合会 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

（１）フラワーコンテスト、シンポジウム等の開催 

①取組内容 

山形県が国内有数のばら切花の産地であること 

の認知度向上と、ばらの魅力を伝えることにより県 

産ばらの需要拡大を図ることを目的として、平成 

30 年 11 月 17 日に山形市内の児童福祉施設で、ばら 

の展示を行うとともに小学生以下の子どもを対象 

に、フラワーアレンジメントの製作体験を行った。 

（小学生以下の子どもと保護者 81 組参加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②取組による成果 

参加した児童とその保護者を対象にアンケートによる消費実態調査を行った

結果（回答 81 名）、95％の人が「このような教室があったらまた参加したい」

と答えた。子どもの花への関心については 38％の人が「とても高まった」、62％

の人が「高まった」と回答し、そのように感じた理由として「体験後、図鑑で

花を調べるようになった」「生花店に行くと自分で花を選ぶようになった」と

いった意見があった。また、「体験後自宅に花を飾る回数が増えた」と回答し

た人が 69％となり、今回の取組が花への興味関心と購買意欲を高めることにつ

ながった。 

 

③今後の取組予定 

フラワーアレンジメント製作体験を通じて参加者の花への関心、購買意欲が

高まったことから、花を身近に感じてもらうためにフラワーアレンジメント体

験等の花育体験は有効であると考えられる。これからもこのような機会を継続

して提供することが必要である。 

 

会場の様子 

アレンジメント製作の様子① アレンジメント製作の様子② 
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１ 事業実施主体名 福島県花き振興協議会（福島県） 

２ 協議会構成団体 株式会社福島花き、株式会社あいづ園芸（卸売業者）、福

島花卉商業協同組合（花き小売）、福島県鉢花生産者協議

会、ＪＡ全農福島園芸部（生産者組織等）、福島県農林水

産部園芸課（行政） 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

（１）需要に応じた国産花きの生産及び安定供給技術の実証 

①取組内容 

電照栽培による宿根かすみそうの作期拡大を図り、

10 月の市場における本県産のシェアを拡大するとと

もに、県全体の出荷量増加を目的として、県内５か所

で栽培実証を実施した。電照には電源のないほ場でも

使用できる太陽光移動蓄電装置を利用した。 

②取組による成果 

７月定植作型では、収穫まで蓄電装置で４時間電照

が可能であったが、開花は日長だけでなく温度の影響

も受けることから、９月の気温が例年より温暖に推移

したため、電照による開花促進効果が見られないほ場

もあった。一方、二度切り作型では、無電照区での収

穫率が 50％以下であったのに対し、電照区では、10 月 

中は３時間程度しか電照時間を確保できなかったにも 

かかわらず 100％収穫できた。また、現地検討会を開催し、成果を普及した。 

③今後の取組予定 

   今後は、越冬株による春の開花前進効果を確認するとともに、蓄電が少な

くなる時期において、間欠照明等の手法の導入と効果を確認する。 

 

（２）花育体験及び福祉園芸体験の実施 

①取組内容 

県産花きを活用し、花を育てる機会を提供するこ

とで、花と緑に親しみ、心のやさしさや豊かさを醸

成することを目的に開催している。 

平成30年度も県内の小学生及び幼稚園児を対象に、

全59回開催し、計2,311名の参加者があった。県産花

きの知識やいけばなの由来と四季の行事についての

講義や、県産花きを活用したいけばなやフラワーアレ

ンジメント体験を行った。 

②取組による成果 

花育体験後の追跡アンケートでは、回答のあった 416 名のうち、29％の方

が子供の花や緑に対して興味、関心が高まるなどの変化があり、13％の方が

花の購入機会が増えた。 

③今後の取組予定 

   徐々に実施地域は拡大しており、2019 年度はさらに、回数、地域を増やし

て実施できるよう調整するとともに、効果的な実施方法を検討していく。 

無電照区の収穫状況 

電照区の収穫状況 

小学生等を対象とした花育 
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１ 事業実施主体名 浪江町花き生産供給力強化協議会（福島県） 

２ 協議会構成団体 浪江町産業振興課、浪江町花卉研究会、(株)フラワーオー 

クションジャパン、生産者（生産農家） 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）取組名 少量花材等の生産及び安定供給技術の実証 

①取組内容 

生け花花材等の少量花材の安定的な供給体制構築のため、生産者・卸売業者・

自治体が協議会を形成し、産地づくりの推進および流通体制の構築に向けた取

り組みを実証した。 

東日本大震災・原子力被災による６年間の全町避難後、除染・表土剥ぎ取り

客土された農地に、少量花材の候補としたカキツバタ・コウホネ・ニホンスイ

センを２カ所のほ場に各１回定植し栽培管理した。浪江町花き生産供給力強化

協議会主催で、現地検討会を３回開催した（参加者 10 名）。併せて栽培技術習

得講習会を２回開催した。また、対象品目の先進地調査を茨城県・千葉県に於

いて各１回開催した（参加者 10 名）。年度中に花材として収穫できたものは、

輸送実証試験、日持ち実証試験を可能な回数実施した。 

  

協議会設立総会           現地検討会 2（浪江町） 

            
 

先進地調査 1（茨城県常陸大宮市）  先進地調査 2（千葉県鋸南町） 



平成 30年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

②取組による成果  

ア．カキツバタ 

一部四季咲きの株を定植したため、８月下旬から 11 月下旬まで不定期に花

が付いたことにより、輸送実証試験と日持ち実証試験を 26 回実施した。カキ

ツバタは繁殖力の強い植物であるが、養生１年目では通常の３分の２程度の大

きさにしか成長せず、また地力の不足を化学肥料のみで補うことに限界がある

ことが判明した。 

 

イ．コウホネ 

地力不足と土質が原因と思われる成長不良及び一部株が溶けてしまったもの

もあり、試験できるだけのものが収穫できなかった。専門家によると、コウホ

ネは２～３年の養生期間が必要とのことで、土質の違うほ場で試験を継続する

必要があることが判明した。令和元年度より別ほ場に一部移植する。 

 

ウ．ニホンスイセン 

９月に定植したものが 12 月に凍害を受け、成長がかなり遅くなり 31 年３月

にようやく５回の輸送実証試験と日持ち実証試験が実施できた。成長が遅延し

た原因として凍害と生育環境によるものの２条件が考えられ、ニホンスイセン

も２～３年の養生期間を必要とすることが判明した。令和元年度より、成育環

境を変えた状態で栽培実証を行う。 

 

 

ある程度の養生期間を必要とする花き類に対して、単年度ですべての結果を

出そうとした計画に若干無理があった。出来れば、４月当初に各品目を定植し

１年間養生の上、翌年度より各種試験を行う計画であれば、無理せず行うこと

が出来たと考える。浪江町は特殊な事情から、多くの農地は地力の全く無い未

熟土が客土されており、事業計画段階より地力回復対策を施して栽培に当たる

必要があった。今回の対象である水生植物は、水稲と同様ある程度化学肥料で

の対応も可能であるので、土づくりと共に化学肥料を有効に使える効率的なほ

場の造成が望まれる。 

国産花きイノベーション推進事業は 30 年度で終了となったが、浪江町花き

生産供給力強化協議会は存続しており、平成 31 年度より新規事業として次世

代国産花き産業確立推進事業のもと、FAJ 国内生産活性化協議会が立ち上がっ

ているので、両協議会協力の協力によって、生け花花材ほ場を増やし、花材の

栽培実証を重ねながら生け花流派による使用実証等を行い、栽培→出荷→販売

③今後の取組予定  
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までの道筋を付け、小規模ながら産地化に向けた一歩を踏み出すべく、活動を

継続する。  

 


