
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 花あふれるふくおか推進協議会（福岡県） 

２ 協議会構成団体 福岡県、福岡県花き園芸連合会、福岡県花き市場協議

会、全国農業協同組合連合会福岡県本部、福岡県花商団体

連合会 

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 

キク２ほ場、ガーベラ１ほ場、ダリア１ほ場に 

おいて、炭酸ガス施用による品質向上、収量増加 

技術の実証を実施。 

 

② 取組による成果 

炭酸ガス施用により、キクでは 10％栽植本数を 

増やしても品質が向上し、ガーベラでは２年生株 

での採花本数の低下を抑制できた。ダリアでは品 

種により 30％採花本数が増加した。 

 

③ 今後の取組予定 

   今後はより効果的な施用方法等を検討するとと 

もに、実証の結果をもとに作成した「花き新技 

術活用マニュアル」により技術を普及する。 

 

（２）フラワーコンテスト、花文化の展示会等の開催 

① 取組内容 

若い世代に花の魅力を伝え、消費を喚 

起するため福岡市中心部の商業施設にお 

いて「ふくおかフラワーフェア」を開催 

（平成 31 年１月 19 日～20 日）。 

県産花きの紹介コーナーの設置や花い 

けバトル、フラワーパフォーマンス、フ 

ラワーアレンジ教室などを実施し、２日 

間で約１万名が来場した。 

 

② 取組による成果 

 来場者にアンケート調査を実施（回答者数 251 名）。 

回答者のうち５割の人が「以前より花の購入頻度が増えた」と回答。 

また、８割の人が「今後、花の購入が増えそう」と答えるなど、取組の

効果が表れている。 

 

③ 今後の取組予定 

取組の成果が着実に表れていることから、今後も福岡の花の魅力をよ

り多くの人に知ってもらう取組を実施していく。 

キクの炭酸ガス施用実証 

フェアでのフラワーパフォーマンス 
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１ 事業実施主体名 佐賀県花づくり推進協議会（佐賀県） 

２ 協議会構成団体 佐賀県農業協同組合、佐賀県花き生産団体連合会、佐賀花

商組合、唐津花商組合、株式会社佐賀花市場、株式会社唐

津花市場、佐賀県 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

 

 

写真の説明 

（１）フラワーフェスティバルの開催 

① 取組内容 

県民に花のある生活の豊かさや、やすらぎを感じてもらう機会を増やし、

県産花きの需要拡大による本県花き産業の振興を図るため、「佐賀県フラ

ワーフェスティバル」を平成 30 年 12 月２日に開催（来場者約 2,000 名）。

フラワーアレンジメントの展示や、高校生フラワーアレンジメントコンテ

スト、花の教室を実施。 

② 取組による成果 

  フラワーアレンジメントの装飾やフラワー 

アレンジコンテスト等により、来場者に花の 

ある生活の大切さや心が安らぐ等の花の魅力 

をＰＲできた。また、実施後のアンケート 

（回答者 242 名）によると、生花店で花を 

買ってみようと思った人が、96%であった。 

③ 今後の取組予定 

令和元年度は、佐賀県農業試験研究センタ 

ーで行われている「農と食のふれあいまつり」 

とコラボすることで集客を図り、花のある生 

活の豊かさややすらぎを感じてもらえるよう、継続して開催する。 

 

（２）小学校や生花店、福祉施設でのフラワーアレンジメント等の花育体験の実施 

① 取組内容 

   花きに対する興味や理解を深めるとともに県産花きの需要拡大を目的と

して、フラワーアレンジメント教室（「花の教室」）を実施。子どもの頃か

ら花に親しむ習慣を身につけてもらうために小学校で、また来店機会を作

ることで消費拡大につなげるために生花店等で、さらには、高齢者等に癒

しを与えるために福祉施設で実施し、合計で 894 名が受講（うち小学校で

の実施回数 16 回 518 名、生花店等での実施４回 61 名、福祉施設での実施

13 回 232 名、フラワーフェスティバルでの実施３回 83 名）。 

② 取組による成果 

   実施後のアンケート（回答者 271 名）による 

と、本活動を通じ、家で花を飾る回数が増えた 

人は 39％、生花店で花を購入する機会が増えた 

家庭は 26％であり、花の魅力が伝わり、需要拡 

大につながる活動となった。 

③  今後の取組予定 

   令和元年度も、花きに対する興味や理解を深 

め、県産花きの需要拡大を図るため、小学校での 

実施に取り組む。 

開会式の様子 

花の教室の様子 
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１ 事業実施主体名 長崎県国産花き振興地域協議会（長崎県） 

２ 協議会構成団体 長崎県花き振興協議会（各専門部会含む）、長崎花き園芸

農業協同組合、佐世保花き園芸農業協同組合、長崎花商協

同組合、JFTD 長崎県支部、長崎県農林部農産園芸課 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 散水チューブ付き遮光ネットを用いたハウス屋根散水による            

高温期鉢物安定生産技術の実証           

①  取組内容 

  夏場の高温対策に向けた新たな技術の普及を目 

指し、「散水チューブ付き遮光ネットを用いたハ 

ウス屋根散水による高温期のハウス内昇温抑制技 

術」を活用することによって、鉢物チョコレート 

コスモスの需要期である 11 月～12 月出荷の安定 

生産技術の確立を図った。 

②  取組による成果 

  平成 30 年度の天候は、７月から８月の猛暑が厳しく大変厳しい環境で

あったが、上記取組で昇温抑制効果を検証した結果、晴天時におけるハウ

ス内温度は外気よりも約７℃降温させることができた。それに伴いチョコ

レートコスモスの出荷率も 66.7％と前年度の 30％程度（農家聞き取り）

から大きく改善された。 

③  今後の取組予定 

    今回の実証により出荷率に関しては大きな改善が見られたが、その一方

で高い遮光率により引き起こされた日照不足により茎の徒長が見られ、株

元の葉数が少なく全体的なバランスとして腰高の商品が多かった。今後は

茎の徒長を抑制するために、わい化剤の使用方法と併せて、チョコレート

コスモスの生育に適した遮光率の検証が必要である。 

 

（２） 花文化展示の開催 

①  取組内容 

  「重陽の節句」（９月９日）の紹介と県産菊の消費拡大を図るため、県

庁エントランス及び長崎くんちの御旅所での菊花の装飾・展示等、PR 活

動を実施した。 

i. 重陽の節句花文化展示 長崎県庁エントランス（長崎市尾上町） 

・ 平成 30 年９月２日（日）～７日（金） 

長崎花浪漫 主宰 伊達木百合子先生のご指導のもと、長崎市内小学

校生け花クラブの皆さんによる県産菊を活用した装飾・展示 

・ 平成 30 年 10 月３日（水）～９日（火） 

長崎花浪漫 主宰 伊達木百合子先生のご協力による県産菊を活用し

た装飾・展示 

 

 

 

 

現地検討会の様子 
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ii. 長崎くんち（御旅所）と連携した県産菊装飾・展示 長崎くんち御旅所

（長崎市元船町） 

・ 平成 30 年 10 月７日（日）～９日（火） 

長崎花浪漫 主宰 伊達木百合子先生のご協力による県産菊を活用し

た装飾・展示 

 ② 取組による成果 

展示の際に行ったアンケート（回答 105 名）集計の結果、約８割が

「９/９の重陽の節句の際にきくを飾りたい（購入したい）」とのことで

PR 効果は非常に高かったといえる。 

③ 今後の取組予定 

「重陽の節句」を通した県産菊の PR 活動を実施することで、多くの

方々に県産菊や花文化を知って頂くことができた。今後は現在の検討会

構成員に長崎花商組合も加え、さらなる消費拡大につなげていきたい。 

         

長崎県庁エントランスの装飾 

  

長崎くんち御旅所の装飾 
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１ 事業実施主体名 熊本県花き協会（熊本県） 

２ 協議会構成団体 熊本県、熊本県経済農業協同組合、熊本県花き園芸農業協

同組合、熊本県花き事業協同組合、25 市町村、11 農協 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

  

（１）学校・福祉施設等での花育体験推進 

① 取組内容 

子供たちの地元産花きへの興味・関心を高め、消費 

拡大につなげることを目的に、平成 30 年９月から 12 

月にかけて、県内の小中高生計 1,209 名を対象に、フラ 

ワーアレンジメント体験教室を行った。 

具体的には、①花き市場の「花祭り」内でフラワー 

アレンジメント体験を実施し、アレンジメントの楽し 

さを知ってもらう、②仮設住宅入居者や家族等、大切 

な人へフラワーボックスを贈る体験を通じて、花を贈 

る喜びを感じてもらう、③地元の花農家や生花店を講 

師に招き、地域農業への関心も向上させる等の内容で 

実施した。 

 

② 取組による成果 

 体験に参加した児童・生徒に対してアンケート調査を実施した結果（回

答 1,060 名）、「お花屋さんで自分の好きな花を買ってアレンジメントを

作ってみたい」と答えた割合は 86％であり、花への関心が高まってい

た。さらに保護者に対して花きの購入頻度に関するアンケート調査を行っ

た結果（回答 782 名）、花育体験前は 0.35 回／月であったものが体験後

に 0.60 回／月に増加した。 

 

③ 今後の取組予定 

アンケート結果から、花育体験を通じて花に触れる楽しさや花を贈る喜

びを感じることで、花を購入する意欲が高まり、花の消費拡大につながる

ことが確認された。今後はより効果的な方法を検討しながら、継続的に花

育を実施することが出来るようなプログラムの作成及び学校への働きかけ

が必要である。 

 

 

大切な人へ贈るフラワー 

ボックス作成のようす 

 

花祭りでのフラワーアレン

ジメント体験のようす 
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（２）産地における病害虫防除技術等の実証 

① 取組内容 

  県産花きの主要品目であるトルコギキョウおよび宿根カスミソウにおい

て、土壌病害等による立ち枯れが問題となっていることから、土壌の深い

位置までの消毒効果が期待される低濃度エタノールによる土壌還元消毒法

の実証を行った（トルコギキョウ４地域、カスミソウ１地域）。 

 

② 取組による成果 

  トルコギキョウにおいては、４地域中３地域で欠株 

が０～１割と低い発生程度であったが、１地域では萎 

凋細菌病の発生により９割の欠株が見られた。 

 宿根カスミソウにおいては、欠株や生育不良株の発 

生はなかった。また、慣行区（クロルピクリン消毒） 

と比較して花の品質に差はなく、販売評価も同等であ 

った。 

実証を通じて、低濃度エタノール消毒の実施にあた 

っての注意点を整理し、それを基に「低濃度エタノー 

ルを利用した土壌還元消毒活用マニュアル」を作成し 

た。 

 

③ 今後の取組予定 

作成したマニュアルを活用する等、土壌病害の発生抑制に努める。 

低濃度エタノール消毒 

実施後のほ場の様子 

土壌の還元状態を示す

赤色の呈色反応 
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１ 事業実施主体名 大分県花き産業振興協議会（大分県） 

２ 協議会構成団体 大分県花き生産者協議会、株式会社大分園芸花市場、丸果

大分大同青果株式会社、株式会社別府花市場、株式会社中

津花市場、大分園芸花商組合、大分花商業組合、別府花商

組合、中津花商組合、一般社団法人日本生花通信配達協会

大分支部、ジャパンフラワーネットワーク大分県支部、NPO

法人夢一輪の会、フラワー装飾大分県技能士会、公益社団

法人日本フラワーデザイナー協会大分県支部、大分県華道

協会、別府いけばな協会、大分県農林水産部園芸振興課、

大分県農林水産研究指導センター農業研究部花きグルー

プ、JA 花き販売対策協議会、大分県園芸活性化協議会 

 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

i 

 

． 

i  

 

（１）平成 30 年度 子供の未来に夢を託す・夢一輪運動 

① 取組内容 

花きに親しむ機会の提供を目的として、 

平成 31 年２月４日から８日までの間、 

花育活動を開催した。 

県内５市の小学校 35 校の小学２年生計 

1,824 名を対象に、事前学習や花育活動を 

行った。花育活動では会場に飾った約 200 

種類、5,000 本の花の中から自分の一番好 

きな花を見つけ、その花について絵や感想 

文を作成してもらった。 

② 取組による成果 

参加した小学生を対象にしたアンケート

（回答 170 名）では「いろんな花を見てうれし

かったです。花と友達になりました」「なんだ

か心がホカホカになりました」等の意見がみら

れ、花への関心を深める効果が確認された。 

花育体験について「楽しかった、花に興味を持っ 

た」という意見が 94％と高い割合を示した。 

③ 今後の取組予定 

次年度も小学生を対象とした花育活動を実施し、 

幼少期から花に触れあうことで花に親しんでもら 

うための活動を継続する。 

 

花育会場（ホルトホール） 

 

参加者の感想 
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１ 事業実施主体名 「みやざき花で彩る未来」推進協議会（宮崎県） 

２ 協議会構成団体 宮崎県農林水産部、宮崎生花商組合連合会、宮崎県花き生

産者連合会、宮崎県ＪＡ花き協議会、宮崎県経済農業協同組

合連合会  

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

（１）学校等での花育体験 

①  取組内容 

生産者と生花店等の連携した花育により、花に 

対する理解や関心をより深め、以後の需要拡大を 

目的とした。平成 30 年６月から平成 31 年３月の 

間、宮崎県内の小学校等計 64 校で花育教室を開催 

し、合計 3,240 名の参加者がアレンジ制作の体験を 

した。 

  

②  取組による成果 

参加した保護者を対象にしたアンケート結果（回答 430 名）から、生花

店での花育体験教室への参加意欲は 89％であった。このことから、小学校

等で行う花育が生花店で実施する花育への興味に繋がることが確認でき

た。 

 

③  今後の取組予定 

アンケート調査結果から、「花育」の定着を図るためには、小学校等で

行う「花育」と生花店で行う「花育」を連携させた取組が必要となるため、

継続した「花育」活動に取り組む。 

 

(２)食育・農育と連携した花育 

①  取組内容 

みやざきブランド品目の総合的な連携と「食」 

と「農」を軸とした花育により、花をライフスタ 

イルに浸透させ、以後の需要拡大を目的とした。 

平成 30 年８月から平成 31 年２月の間、宮崎市 

内の飲食店１か所で花育教室を開催し、合計 177 名の参 

加者がアレンジメント制作の体験をした。 

 

②  取組による成果 

参加者を対象にしたアンケート結果（回答 46 名）から、花を日持ちさ

せる方法（クリザールの使用等）を「知らない」と回答した割合は 34％で

あった。また、「花によって癒される」と回答した割合は 62％であったこ

とから花による癒しの効果を確認することができた。 

 

③  今後の取組予定 

アンケート結果から、花に対する関心と花を楽しむためには、日持ちさ

せる方法を教えることが重要となるため、花育のなかで日持ちさせるコツ

を教えるように取り組む。 

 

親子でアレンジ 
 

 
癒しのアレンジ 
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１ 事業実施主体名 かごしまの花消費拡大推進協議会（鹿児島県） 

２ 協議会構成団体 鹿児島県農協花き部会協議会、鹿児島県スプレーギク研究

会、（株）鹿児島園芸花市場、鹿児島県花卉園芸農協、沖永

良部花き専門農協、鹿児島県フラワー協会、（公社）日本フ

ラワーデザイナー協会鹿児島県支部、フラワーパークかごし

ま、鹿児島県経済連、鹿児島県 

３ 主な取組 

 （メニュー名）  

 

 

 

（１） 生産・加工・流通における日持ち性向上のための品質管理技術の実証 

①  取組内容 

テッポウユリの４・５月出荷や長期保存が求 

められる年末及び春彼岸出荷において、下葉の 

黄化が問題となっていることから、「鮮度保持 

剤ＢＶＢ」の活用による黄化抑制効果の実証を 

実施した。 

（ひのもと、プチホルン、ピュアホルン） 

○ テッポウユリ収穫後に鮮度保持剤 (6,666 

倍)を 15 分、30 分、60 分給水させ、市場出荷を行い、出荷市場におい

て検討会や小売店でのアンケート調査を行い、その効果を検証した。 

○ 検討会の開催時期：平成 30 年５月８～10 日 

 

②  取組による成果 

○ ㈱大田花きで検討会を実施し、30 分以上の 

鮮度保持給水で高い黄化抑制効果が確認できた。 

 ○ 沖永良部花き専門農協とＪＡあまみで、出 

荷規格に鮮度保持剤の使用（30 分以上）を位 

置づけた。 

     ○ 実証試験によって鮮度保持技術の効果が認 

知された結果、㈱大田花きでは、競り前の掲示 

板に鮮度保持剤を使用していることを表示して 

もらえることとなった。 

 

③  今後の取組予定 

テッポウユリの流通面での課題であった下葉 

黄化については、鮮度保持剤の使用によって解決の目処が立った。今後は、

短い鮮度保持期間のためあまり流通量が多くなかった、花が小さくテーブ

ルフラワーなどにも利用できる「プチホルン」や花が上向きに咲く「ピュ

アホルン」など、当県で育成したテッポウユリの品種特性を広くＰＲし、

更なる産地育成に取り組む。 

実需者も交えて効果検討 

鮮度保持剤使用マニュアル 



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  沖縄県花き園芸協会（沖縄県） 

２ 協議会構成団体 沖縄県、沖縄県農業協同組合、沖縄県花卉園芸農業協同組

合、沖縄県くみあい生花（株）、（株）沖縄県花卉卸売市

場、沖縄県生花商協同組合、沖縄県フロリスト協同組合、

（一社）花キューピット協同組合沖縄支部、フジテレビフ

ラワーネット沖縄支部、国頭村他 30 市町村  

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

  

（１）国内外の需要に対応した生産・供給体制の検討 

①取組内容 

アザミウマ類は、難防除害虫の一つで、発生密度が高くなると秀品率が下

がり、キク類において減収の大きな要因となっている。 

これらアザミウマ類に対して、生育初期の粒剤の施用、農薬の均一散布を

可能にした新型ノズルの使用、IRAC コードによるローテーション散布を組

み合わせたアザミウマ類の効果的な防除方法を検討した。  

②取組による成果 

・新型ノズルの使用により農薬散布労力と散布ムラが低減された。 

・定期散布により、アザミウマの発生をほぼゼロに抑えられた。 

・実証区における出荷物の秀品率は 62.3％であり、実証ほ設置地区における

平均秀品率 50.1％よりも大幅に向上した。 

③今後の取組予定 

「キク類におけるアザミウマ類の総合防除対策マニュアル」を生産団体及

び生産者へ配布することで、効果的なアザミウマ類の防除体系の普及を推

進する。 

  

              現地検討会の様子 

 
 

 
  

  完成したマニュアル 

               

散布試験の様子 



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）フラワーコンテスト、シンポジウム等の開催 

①取組内容 

１月 26 日、奥武山運動公園武道館アリーナにおいて、生け花、フラワーア

レンジメント等伝統的な文化の継承・普及、日常生活における花きの利用増

進を図るため、「花いけバトル沖縄」を開催した。 

 花いけバトルとは、選ばれた花屋が、５分間の制限時間内で用意された花

材を選び即興でいけ、トーナメント形式で対戦する競技である。 

②取組による成果 

 おきなわ花と食のフェスティバル 2019 のイベントの一環として開催した

ため、100 人ほどの来場者が見られた。大型モニターを使用することにより、

花を生けている臨場感を伝えることができた。１戦あたり５分間という短い

時間でのバトルであること全て県産花材を使用し、バトル中に花材紹介をす

ることで、観客も飽きずに最後まで観戦していた。 

③今後の取組予定 

広告媒体を利用し、イベント開催の周知を図ることで、さらに多くの来場

者へ沖縄県産花きをＰＲし消費拡大を図る。イベント参加によって、花きに

関心を持った来場者を花き消費に誘導する取組が必要である。 

 

 

 
（３）学校・福祉施設等での花育体験推進 

①取組内容 

   県産花きに対する関心を深め、子ども達が地域社会における花き産業を学

ぶ目的で、県内小中学校を対象としたフラワーアレンジメント教室を開催し

た。平成 30 年 10 月から平成 31 年１月の期間、名護市、本部町、恩納村、中

城村、北中城村、金武町、西原町、うるま市、南城市、八重瀬町、宮古島市、

石垣市、竹富町の小中学校で実施した（実施校数 19 校、受講者数 887 人）。 

②取組による成果 

 参加した生徒を対象に実施したアンケート（回答 733 名）では、「フラワ

ーアレンジメント教室にまた参加したいと思う」と回答した生徒が 93％、「お

花屋さんにお花を買いに行きたくなった」と回答した生徒が 66％等、フラワ

ーアレンジメント教室を通して花きへの関心を高めることができた。 

③今後の取組予定 

フラワーアレンジメント教室で培った花文化に対する関心を花き消費へ誘

導する取組が必要である。アレンジメント教室受講者へ「1,000 円以上生花

店で花を購入すると、協会特製のエコバッグをプレゼントする」等生花店へ

消費者を呼び込む取り組みを検討したい。 

   

                                                               

 
花いけバトル審査の様子 

対戦中の様子 




