
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 いばらきの花振興協議会（茨城県） 

２ 協議会構成団体 茨城県農林水産部，茨城県花き園芸協会，全国農業協同組合茨城県本部， 

（公社）茨城県農林振興公社，（一社）JFTD花キューピット茨城支部，

（公社）日本フラワーデザイナー協会茨城県支部，茨城県花き卸売市場協

会，茨城花き流通センター農業協同組合，茨城県つくば芝振興協議会，茨城

県フラワーパーク，チャレンジいばらき県民運動，（一社）茨城県農業会議 

・主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）いばらき花フェスタの開催 

①取組内容 

県産花きのPRを図るため，平成30年10月13日～14日に山吹 

運動公園（常陸太田市）において，フラワーガーデン展示，花い 

けバトル等を実施し，約６万人が来場した。 

②取組による成果，参加者の反応 

「茨城をたべよう収穫祭」との同時開催により幅広い世代の 

方々に対し，県内で生産されている多様な花きを紹介することが 

出来た。来場者アンケート（回答500名）では，「このイベント 

で茨城県が花の産地だと知った」と約５割が回答した。 

③今後の課題、取組の予定 

県産花きのPRを図るため，平成31年度も引き続き開催予定。 

 

（２）幼稚園・小学校等での花育体験教室の開催 

  ①取組内容 

   児童等が花きに親しむ機会を提供することを目的に平成30年 

７月～平成31年３月に県内の幼稚園，小学校等，計13回の花育 

体験教室を開催し，575名の子供たちがフラワーアレンジメント， 

寄せ植え，花壇づくり等に取り組んだ。 

②取組による成果，参加者の反応 

 アンケート（回答465名）では，「花の購入頻度が増えた」と 

156名が回答した。 

③今後の課題，取組の予定 

195名が「花に興味がわいた」と回答しており，平成31年度も 

引き続き開催予定。 

 

（３）バラ生産におけるＬＥＤ補光効果の実証試験 

  ①取組内容 

   高品質なバラ切花の生産量増を目的とし，茨城県ばら切花研究 

会員ほ場３カ所で，平成30年10月～平成31年２月に赤や青色 

を中心とした波長のLEDを設置し，夜中～日の入り1時間前に 

18時間連続で補光の実証をした。 

②取組による成果 

   試験した６品種全てで20%以上の採花本数の増加が見込まれた。 

③今後の課題，取組の予定 

   品種により効果のバラつきがある。産地への導入の際に参考となるよう，今回の試験結

果を踏まえマニュアルを作成した。 

フラワーガーデン展示 

花いけバトル 

寄せ植え 

フラワーアレンジメント 

ＬＥＤ補光中のほ場 



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 栃木県花き振興協議会（栃木県） 

２ 協議会構成団体 一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会及び花き部

会、全国農業協同組合栃木県本部園芸部、株式会社宇都宮花き、栃木県生

花商協同組合、公益財団法人栃木県農業振興公社（とちぎ花センター）、

栃木県農政部（経営技術課、生産振興課、農業試験場）、地域花育推進協

議会 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

（１）花文化展示および秀品花き展示の実施 

 ①取組内容 

  平成 31 年３月９日～10 日に開催した「花と苺のフェスティバル」におい

て、近県や栃木県民の方々の日常生活における花きの利活用促進を図るた

め、花文化飾花展示と各種展覧会で高い評価を得た県産秀品花きを展示紹介

した。 

 ②取組による効果 

  約２万８千人が来場、飾花展示の鑑賞や、花に囲まれた撮影スポットにお

いて、飾花展示に関するアンケートを 90 名に調査した結果、良かったとの

回答が 100％であった。「花のイベントを継続して開催してほしい」といっ

た感想が聞かれるなど、栃木県産花きの素晴らしさをＰＲできた。               

③今後の取組                 

いい夫婦の日や年間イベントに合わせて花の魅力を伝える取組や、多くの

県民が集まるイベントにおいて引き続き花きを身近に感じてもらう取組を

実施していく。 

 

 

（２）小中学生を対象とした花育体験 

①取組内容 

小中学生に、花き生産者等が講師となって花きに親しむ機会を提供するた

め、平成 30 年６月から平成 31 年３月の間、県内の小学校延べ 23 校、中学校

延べ８校で花育体験を実施し、延べ 1,619 名の児童・生徒が花の植付け・寄

せ植え・アレンジメント体験等を実施した。 

②取組による成果 

参加者の保護者 1,384 名を対象に、アンケートによる花育体験後の花き購

入頻度を調査した結果(321 名回答)、23％の保護者が「花や花苗を買う回数

が増加した」と回答し、花育活動に「今後も参加したい（どちらかというと

参加したい）」と回答した生徒が 97％となるなど、花に対する興味・関心が

向上する非常に効果的な取組であることが示された。 

③今後の取組予定 

  引き続き、保育・幼稚園児から高校生まで多くの子供たちに花と親しむ機

会を提供していく。 

↑優良生産者の切り花、洋蘭等を使用した飾花展示 ↑県産花きを使用した花文化展示      ↑植付け、アレンジメント体験の様子  



平成 30年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

１ 事業実施主体名 群馬県花き振興地域協議会（群馬県） 

２ 協議会構成団体 群馬県農政部、群馬県園芸協会、 

全国農業協同組合連合会群馬県本部、 

群馬県生花商業協同組合、群馬県中央園芸株式会社 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

（１）花文化の展示 

①取組内容 

日常における花の楽しみ方を紹介して花の利用

促進や花文化の普及を図るため、「第２４回全国花

のまちづくり中之条大会」会場にて、県産花きを使

ったフラワーアレンジメント等を展示した。 

時期：平成 30 年７月 21 日 来場者数：約 800 名 

展示内容：スプレーマムのフラワーアレンジメント、フラワーアート花壇等 

②取組による成果 

花のまちづくり関係者のみならず地元の方々が多く来場し、写真を撮った

り、スタッフへ花の種類を尋ねるなど高い関心が寄せられた。 

③今後の取組予定 

展示により関心を高めることはできたが、今後は実際に花を利用するまで

の効果的なきっかけ作りが重要になる。直接花に触れたり、自分のアレンジ

メント作品を製作したりする機会を設けることで効果を高める。 

 

（２）フラワーコンテストの開催 

①取組内容 

花のある豊かな暮らしや楽しみ方を提案し、さら

に県産花きの品質の高さや魅力を県民の方々へ広

く伝え需要拡大を図るため、「フラワーデザインコ

ンテスト『花フェス』」を開催した。 

時期：平成 30 年 10 月 19 日～20 日  

内容：フラワーアレンジメントコンテスト（人気投票及びアンケート） 

フローリストによるフラワーパフォーマンスショー 

②取組による成果 

人気投票やアンケートを通じて花材の特徴や産地を紹介することで、県産

花きの魅力を伝えることや利活用のきっかけ作りにつなげることができた。 

また、アンケート（有効回答 244 名）では、花の購入頻度が増えている方

が 16％となり継続した本事業の成果がみられた。 

③今後の取組予定 

アンケートから人気が高かったバラをメイン花材とし、品種の人気投票や

花とふれあうアレンジメント体験、生産者との交流など、一般の消費者が参

加できる効果の高い取組を実施予定。 

フラワーアート花壇 

フラワーアレンジメントコンテスト 

 



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 さいたまの花普及促進協議会（埼玉県） 

２ 協議会構成団体 埼玉県、埼玉県花き園芸組合連合会、埼玉県植木生産組合

連合会、全国農業協同組合連合会埼玉県本部、埼玉県花き

園芸市場協会、埼玉県生花商組合連合会、（公社）日本フ

ラワーデザイナー協会埼玉県支部、埼玉県インドアグリー

ン協会、（一社）日本ハンギングバスケット協会埼玉支

部、埼玉県いけばな連合会 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

 

（１）花育体験 

①取組内容 

学校等において暮らしの中で花と緑に触れる機会を提供することを目的

として、平成 30 年８月から平成 31 年２月の間、県内の小学校 32 校で計

91 回、合計 3,263 名に花育体験を実施した。 

 

②取組による成果 

 参加した児童とその家族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 6,516 名）、以下のとおり児童・家族ともに花に対する

関心の高まりが確認できた。 

【児童】 

・花育体験で花や緑に興味を持った 92％ 

【家族】 

・年間花き購入回数の平均 体験前 3.5 回 → 体験後 6.1 回 

 

 

③今後の取組予定 

  令和元年度も引き続き取り組みを行う。 

 

 花育アンケート結果  



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 千葉県花き振興地域協議会（千葉県） 

２ 協議会構成団体 千葉県花き園芸組合連合会、千葉県植木生産組合連合会、

(公社)千葉県園芸協会、全国農業協同組合連合会千葉県 

本部、(株)第一花き柏支社（卸売業者）、(一社)ＪＦＴＤ

千葉支部（小売）、千葉県茶華道協会、千葉県農林水産部 

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 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校等を対象に、

花に触れる機会を通じて県産花きに対する興味

や理解を深め、花のあるくらしの定着と「豊かな

心」を育むことを目的とし、平成 30 年９月から平

成 31 年１月の間、千葉県全域の学校等で花育体

験授業を開催し、合計 55 校、2,704 名の児童、生

徒が花育体験をした。 

②取組による成果 

参加した児童、生徒の 93％が楽しかった、85％がまた体験したい、87％

が千葉県の花き生産について知ることができた、との結果になった。また、

花育体験した児童、生徒の保護者の 16％において花きの購入頻度が増加し

た。 

③今後の取組予定 

  令和元年度は、約 60 校の学校・保育園等でフラワーアレンジメントやいけ 

ばな、花壇づくりを実施する予定。 

 

（２）千葉県産の植木を使った伝統的な日本庭園の展示 

①取組内容 

国産植木のＰＲを目的とし、平成 31 年 1 月に、千葉県成田市の成田国際

空港第１旅客ターミナルにて伝統的な日本庭園の展示を行った。 

②取組による成果 

 成田国際空港という特徴を生かし、国内外問わず幅広い利用者に PR ができ

た。本展示についてアンケートを行ったところ（回答 122 名）、20%が日本庭

園を初めて見た、80%が展示を良いと感じた、との結果になった（回答者の 90%

は外国人）。 

③今後の取組予定 

  引き続き伝統的な日本庭園の展示を行う予定。 

花育体験の様子 

空港展示の様子 



平成 30年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

           

   

１ 事業実施主体名 神奈川県花き・植木振興地域協議会（神奈川県） 

２ 協議会構成団体 （一社）神奈川県園芸協会、神奈川県花き園芸組合連合

会、神奈川県植木生産組合連合会、神奈川県花き卸売市

場連合会、神奈川県生花小売商協同組合、日本ガーデン

センター共同機構神奈川県支部、（一社）日本ハンギン

グバスケット協会神奈川県支部、神奈川県（農業振興

課、農業技術センター） 

３ 主な取組 

  

 

 

 

 

（１）学校・福祉施設での花育体験教室 

①取組内容 

横浜・藤沢市内の小学生を対象として、身近な

樹木に親しむことや地元の植木産業を理解する

こと目的に、樹木を用いた花育（緑育）を実施し

た。横浜では、平成 30 年６月から２月にかけて植

木の座学、アジサイの挿し木、植替え、今後の管

理方法の４回を 1 校（３年生 106 名）で実施した。

藤沢では、平成 30 年９月から 10 月にかけて植木

の座学、ブルーベリーの植替えを２児童クラブ

（59 名）で実施した。 

②取組による成果 

参加した児童とその親を対象としたアンケート

によると地元の植木産業について認識した割合が

92%となった。また緑育体験には 87%が楽しさをも

って取り組んでいた。保護者への追跡アンケート

の結果（回答 102 名）では、36%の子供が植物へ

の興味が増す傾向になった。また、花きを購入す

る家庭は 48%となり、以前より購入頻度が増した

家庭は 11%となった。 

③今後の取組予定 

アンケート調査結果では、対象児童の植物への興味は 36%の増加にとど

まっているが、今後、苗木を各家庭に持ち帰ることや成長し開花するまで

の生育を観察することでさらに増加すると思われる（小学校在学中に開

花の予定）。令和元年度以降は、横浜では成長した苗木の移植や今後の管

理の説明、藤沢では果実の試食、利用方法、今後の管理の説明について地

元植木生産者が対応する予定となっており、地元の学校とのつながりが

継続される。学校のカリキュラムとして取り入れてもらえるよう学校側

への働きかけが必要。 

 

    

緑育（植替体験） 

上横浜、下藤沢 
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１  事業実施主体名 山梨県花き振興協議会（山梨県） 

２  協議会構成団体 山梨県花き園芸組合連合会（生産者団体）、全国農業協

同組合連合会山梨県本部、(株)山梨園芸市場、山梨県生花商業協同組合

（花き小売り団体）、日本フラワーデザイナー協会山梨県支部（実需

者）、(株)ハイジの村（県立フラワーセンター指定管理者）、山梨県農政

部  

３ 主な取組 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）取組名 小学校での花育体験の実施 

①取組内容 

フラワーアレンジメントおよびコンテナガーデンの作製体験を通じ、花き

の利用や魅力の理解浸透を図り、花きの需要を拡大することを目的に、小学校

での花育体験を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・花育体験実施校 ９校 

・花育体験人数  523 人 

 

②取組による成果 

・アンケート調査(回答 482 名)では体験した 90 

％以上の生徒が「これからも家で花を育てた 

い」と回答した。また、14％の保護者が「草 

花の購入頻度が増えた」と回答するなど花へ 

の関心が高まった。 

 

③今後の取組の予定 

 ・体験内容を検討して各市町村の教育委員会を通じ 

て実施校の公募を行い、継続的に実施する予定。 

 

 

  実施日 学校名 学年 人数 

１ 平成 30 年 10 月４日 甲斐市竜王北小学校 ５ 64 

２ 平成 30 年 10 月９日 
富士河口湖町立小立小

学校 
４ 52 

３ 平成 30 年 10 月 16 日 甲府市立中道南小学校 １～２ 20 

４ 平成 30 年 10 月 23 日 甲府市立国母小学校 １ 62 

５ 平成 30 年 10 月 31 日 笛吹市立春日居小学校 1 55 

６ 平成 30 年 11 月２日 駿台甲府小学校 ５ 74 

７ 平成 30 年 11 月８日 笛吹市立八代小学校 ３ 78 

８ 平成 30 年 11 月 27 日 南部町立富河小学校 １～６ 67 

９ 平成 30 年 11 月 28 日 甲府市湯田小学校 ３～４ 51 

 

 

作業風景 



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）取組名 やまなし花フェスタ 2018 の開催 

 ①取組内容 

  花きの魅力を発信し、花への関心を高め、本県花きの需要拡大を図ると

ともに、花き産業並びに花き文化の発展を目的に開催。 

○開催期間 平成 30 年 11 月 23 日（金・祝日）～25 日（日） 

○内  容  

・県産花きを利用した装飾展示 

・花文化の展示 

県内高等学校等による生け花等作品 

展示を行い、文化交流の場とした。 

（出品数 82 点） 

・講演会の開催 

県内外で活動をしている 

「ＴＥＡＭ ＴＩＫＳ  

（チームティクス）」による花を使ったパフォーマンスを実施。 

（平成 30 年 11 月 25 日（日）２回：計 266 人が参加） 

演題：「花の持つ力、可能性、魅力を山梨から～2018～」 

講師：「ＴＥＡＭ ＴＩＫＳ（チームティクス）」 

hanakuni 田代 秀昭 氏 

Bonne vie 小松 弘典 氏 

hanauta 清水宏次郎 氏 

 

②取組による成果 

  ３日間で来場者が延べ 10,549 人と昨年よりも増加した。 

生け花等の展示作品は 82 点と昨年よりも２倍以上増加するとともに、

参加した生徒から「他校の作品が見ることができとても勉強になった」と

の意見もあり、花文化交流の機会提供にもつながった。 

 

 ③今後の取組の予定  

  県産花きの魅力や花への関心を今後も高めていくため、効果的な展示場

所や時期を検討し、県内で広くＰＲ展示を実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

    花文化の展示            講演会の様子 

 
県産花きを使った装飾展示 

  



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 長野県花きイノベーション推進協議会（長野県） 

２ 協議会構成団体  

長野県、全国農業協同組合連合会長野県本部、南信ハウスカーネーション 

組合、長野県鉢花園芸組合、日本ばら切り花協会長野県支部、長野県洋ら 

ん組合、長野県生花商業協同組合、一般社団法人長野県原種センター、株 

式会社松本花市場、株式会社長野中央園芸市場 

３ 主な取組  

（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 

・県産主要花きの安定供給と需要期出荷を図る

ため、カーネーション、洋マム、ストックの３

品目に対して、開花調節技術・ハダニ類の効率

的防除技術の産地実証試験を実施した。 

②取組による成果 

・長野県野菜花き試験場で得られた技術の主要

産地での導入を図り、技術マニュアルの及び技

術に対する市場評価を産地と共有したことによ

り、今後の技術普及が期待できる。 

・カーネーションのハダニ類の効率的な防除、

洋マムの需要期出荷、ストックの品質向上が産地にて実証された。 

③今後の取組予定 

 ・技術普及に対する市場からの期待が大きいため、県の出先機関と連携し、継 

続的な普及を図っていく。 

 

（２）花育体験及び福祉園芸体験の実施 

①取組内容 

・小学生が花きに親しむ機会を提供することを目的として、平成 30 年８月

から 11 月の間、長野県内の小学校８校で花育教室（フラワーアレンジメント

（生け花）体験、出前授業、ほ場見学）を開催し、合計 198 名の児童が花育

体験をした。 

②取組による成果 

・アンケート調査結果（回答 361 名）では、

83％の児童から花への関心が高まったと回答

があり、効果的な花育活動を行うことができ

た。 

③今後の取組予定 

・アンケート調査結果から、花育体験を「ま

たやりたい」という回答が９割を超えており、 

継続的な花育が有効と考えられることから、継

続的に実施する仕組みづくりが必要。 

 

産地実証試験現地検討会の様子 

小学校での花育体験の様子 



平成 30年度国産花きイノベーション推進事業 実施事例 

 

 

１ 事業実施主体名 ふじのくに花の都しずおか推進協議会（静岡県） 

２ 協議会構成団体  

静岡県、静岡県花卉園芸組合連合会、静岡県鉢物生産振興会、静岡県花き新品種育成研究

会、静岡県花き市場連合会、ＮＰＯ法人花咲くしずおかフラワーネットワーク会議、静岡県花の会連

合会、静岡県華道連盟 

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 

高校生等の若い世代を対象に、花き消費の裾野 

拡大と花文化の新たな世代への浸透を目的に、平 

成 31 年２月 23、24 日「花の都しずおかフラワー 

デザインコンテスト 2019」を開催した。 

部門 参加数 

フラワーアレンジメント 28 人 

ミニガーデン ８チーム（24

人） 

フラワーパフォーマンス ５チーム（45

人） 

フォト 191 点 

②取組による成果 

  コンテスト参加者を対象にしたアンケート調査 

（回答 30 人）の結果、参加者の 86.7％で花きへの関心が高ま 

り、また、参加者の 60.0％で花きの購入機会が 

増加した。 

③今後の取組予定 

花きへの関心の高まり及び購入機会について、事業効果が認められること

から、引き続き若年層を対象としたフラワーデザイン等創作企画を実施する。 

 

（２）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 

ガーベラにおいて、需要期の安定供給を図るため研究段階で効果が認めら

れた高温対策や炭酸ガス施用に関する技術実証を５ヶ所で実施した。 

県育成品種の鉢物マーガレットにおいて、高温期に発生する開花遅延等を

解決のため、冷涼地における管理方法の実証を４品種で実施した。 

②取組による成果 

ガーベラは、夏場の夜間冷房により全ての実証地で実施期間中の収穫本

数が約 30%増加し、経済性分析においても夜間冷房の効果が高いことが実証

された。炭酸ガス施用については、出荷本数が約 50%増加し切花の販売評価

では、茎が硬く品質面の良さが確認された。 

鉢物マーガレットは、開花促進により早期出荷が可能となり、収益試算

でもプラスとなることが実証された。 

③今後の取組予定 

 個々の技術について効果が認められたが、その他要因を加味した検証が必

要であり、引き続き、本県主要花きにおいて技術実証を行う。 

 

 

フラワーアレンジ作成風景 

ミニガーデン作成風景 



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 PCC 花き流通協議会 

２ 協議会構成団体 株式会社みづき、全農あきた、株式会社第一花き 

          東洋産機株式会社 

３ 主な取組 

  

（メニュー名）  

 

 

 

（１）産地から販売先までの一貫した温度管理技術の実証 

①取組内容 

生産出荷団体、卸売市場の協力を得て、一貫した保冷輸送体制の構築について

手法の検討、徹底した温湿度管理による輸送体制の構築の実証を行った。 

国内輸送 実施日（産地出荷日） 内容 

第一回 平成 30 年 
７月 11 日（水） 

ダリア 
切前別（通常・固切） 
輸送距離別（秋田→東京・姫路） 

第二回 平成 30 年 
８月６日（月） 

小菊 
除湿器稼働別（稼働有・稼働無） 
輸送距離別（秋田→東京・大阪） 
ユリ 
産地予冷別（予冷有・予冷無） 

 

輸出輸送 実施日（産地出荷日） 内容 
第一回 平成 30 年 

８月４日（土） 

ユリ／ヒマワリ／輪菊／小菊 

第二回 平成 31 年 
１月 21 日（月） 

ラナンキュラス／キンギョソウ 
ダリア／アルストロメリア／桜 

 

②取組による成果 

秋田より同日出荷された小菊について、東京着荷まで

約 18 度で 24 時間輸送、大阪着荷まで約 15 度で 30 時

間輸送したところ、輸送車内温度が低い大阪着荷検体

の方が市場着荷時点の花の中心温度が 10～12 度低か

った。大阪向け検体は秋田市場内で一度５度倉庫に保

管する時間帯が発生するため予冷効果が高まったこと

も考えられる。東京出荷検体は 10 度以上の上昇、大阪

出荷検体で３～５度程度、植物自身の発熱の影響によ

ると思われる植物温度上昇が確認された。 

 

③今後の取組予定 

温度管理技術の向上により、出荷時期調整や、開花調整を集荷場で行うなど、

の対策検討を継続する。採花から早く出荷し花店着荷までの時間を短くする

ことだけを追いかけるのではなく、「品目別予冷効果」と「必要な予冷温度

帯、時間を検証」していくことで、不要な作業を減らし、集出荷場の稼働効

率を向上させ、限られた施設、限られた低温区域での生産性を上げていくこ

とを目指す。 

 

 

 

第二回実証 上：東京着荷 

      下：大阪着荷 




