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一世帯あたりの切花の年間消費額（平成21年）

資料：総務省「家計調査年報」

○平成 21年における全国の一世帯あたりの世帯主年齢階級別の切花の支出状況は、29
歳以下の世帯での支出が最も少なく、30 代、40 代、50 代になるにつれ、徐々に増
加し、60歳代の年齢層が 14,323円で最も高い。

一世帯あたりの世帯主年齢階級別切花の支出状況（平成21年）

資料：総務省「家計調査年報」

○平成 21 年における一世帯あたりの月別の切花の支出状況は、３、８、９、12 月に
高い傾向があり、これは、盆や彼岸、正月の物日需要や卒業式、クリスマスといっ

た需要である。逆に１～２月の冬季、６～７月の夏季における支出が少なく、消費

拡大に向けた取組の余地が残されている。
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一世帯あたりの切花の月別支出状況（平成21年）

資料：総務省「家計調査年報」

ウ アンケートによる花きの消費ニーズ

○花は心を癒やす、季節感が出る、家の中が華やぐなど「うるおい感」や「やすらぎ

感」を与えるなどといった効用があるが、それらの情報提供不足により十分に活用

されていない。

○消費者が花を選ぶ際は、見た目の美しさ以外に、「新鮮で日持ちするかどうか」や

「産地や商品の表示があるか」などがポイントとなっているが、本県産花きにおい

ては、産地表示※１や商品情報の提供が十分ではない。

○１年間に１度も花を購入しない世帯が約６割あり、その理由として、「手入れ、世

話が大変」、「手入れの仕方が分からない」等、花に関する情報が不足している部

分が見られる。また、「価格が高い」、「経済的に余裕がない」など、金銭面を理由

に挙げる傾向も見られる。

○子供の頃、花が身近にあった人では、１年間で花を購入した人は約７割以上いるが、

身近に花がなかった人では４割以下という調査結果があるように、子供の頃の家庭

での花に触れる機会が将来の消費行動にも影響している。

※１ 産地名や品種名、管理方法、日持ち目安日数など消費者にアピールする情報の表示。

消費者が花を選ぶ条件

資料：平成２０年東海花き普及・振興協議会アンケート調査結果
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花を購入しない理由

資料：平成２０年東海花き普及・振興協議会アンケート調査結果

子供の頃の花の経験と花の購入の関係（平成20年）

資料：ＭＰＳﾌﾛｰﾗﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（株）「花と環境に関する調査」

エ 地域活動の状況

○本県では、各市町村主催の生涯学習やとちぎ花センターにおける園芸教室の開催、

学校や地域における幼児・児童を対象とした花育※２や花壇づくり活動が実施されて

おり、県民が花に触れる機会が増えてきている。しかし、公的機関中心の活動が多

く、民間レベルでの活動は少ない。

○「とちぎの花」の普及促進を図るため、県内各地で花に関わる専門のイベントを開催

し、消費者が県産花きに関心を持つような取組を実施している。

○また、各地域や各種団体においても、花に関する展覧会やイベント等を実施し、消費

者に対し、県産花きへの理解促進を図っている。

※２ 幼児・児童が教育の現場や地域で花や緑に触れる機会を作り、やさしさや美しさを感じる気

持ちを育む取組。
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とちぎ花のまちづくりコンクール優良事例（平成21年度）

団 体 名 活 動 内 容

Ｍ市Ｙ小学校 「花いっぱいの学校づくり」が児童に与える効果を念頭に

置き、土作りから種まき、水やり等の一連の作業を児童の

主体性を尊重しながら体験させている。

Ｓ町Ｈ会 苗作りから植栽までを地域全体で取り組んでおり、年間を

通して地域を花で彩っている。また、植栽した花を子供た

ちに摘ませたり、敬老の日にフラワーアレンジメントにし

てプレゼントしたりと花の利活用まで考えた取組を行って

いる。

（２）振興上の課題

◇花きの需要は、消費者の関心や流行による部分が大きいことから、新たな需要の喚起

やマーケットの開拓により、消費拡大を図ることが課題となっている。

○本県においては、切花の消費量が少ない傾向にあるので、小売店における本県産切花

の産地表示や商品情報の提供等の取組により、消費拡大を図る必要がある。

○鉢物においては、消費ニーズの多様化に対応するため、知的財産権の活用をはじめ、

オリジナル品目・品種を活用した新たな消費の掘り起こしや消費者に対しての管理方

法等の情報提供等、商品の差別化に取り組むことで消費拡大を図る必要がある。

○若い世代ほど花き購入額が少ない傾向にあることから、手軽に花を購入できるような

取組や様々な場所で花に触れる機会を作ることが必要である。また、現在の若い世代

が将来になっても花を購入できるような取組を行うことが必要である。

○花きの支出は、物日需要や卒業式、クリスマスといったイベント需要に集中するため、

消費量の少ない時期にも花の購入につながるような新たなマーケットの開拓を進める

必要がある。

○花育や花壇活動の取組の多くが公的機関を中心に行われているため、地域や企業レベ

ルでの取組を広めることが必要である。
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第３章 「とちぎの花き」の将来像と基本目標

本県花きの生産、流通、消費の課題を踏まえ、本県が目指す「とちぎの花き」の将来

像及び基本目標を設定し、生産者や関係団体、関係機関との間でこれらの目標を共有し、

相互の連携により、その実現を目指す。

１ 「とちぎの花き」の将来像

○地形的条件を最大限に活かした栽培品目の選定や栽培体系の確立により、重装備施設

はもとより簡易施設や露地での栽培など様々なタイプの収益性の高い魅力のある「と

ちぎの花き」づくりが実現し、裾野の広い元気な花き産地が形成されている。

○花きに関心のある新規就農者や定年帰農者、女性農業者等が花き経営に参入し、多く

の担い手が誕生している。また、県内トップレベルのモデル農家が産地や地域のリー

ダーとして活躍している。

○日持ち性向上に向けた技術の革新により、消費者に対し日持ちの良い花きが提供され、

本県花きの信用力が向上している。また、これにより国内外産花きとの差別化が図ら

れ、「とちぎの花き」のブランド化が確立している。

○生産者や産地育成によるオリジナル品目・品種等が多数作出され、有利販売に向けた

取組が強化されている。

○「とちぎの花き」の新たな利活用の提案や県産花きを活用した花育活動等の取組が各

地で展開され、本県産花きの消費拡大と知名度アップが実現している。

○子供から大人まであらゆる世代が身近に花に親しむようになり、家庭や学校、職場な

ど地域社会において花が取り入れられた生活が実現している。

２ 基本目標

近年の産地間競争の激化や輸入切花の増加、少子高齢化や消費不況など社会経済状況

の変化を踏まえた多様な産地づくり、流通形態の変化に対応した集出荷体制や販売体制

の整備、新たな需要の創出による県産花きの消費拡大等を目指し、本ビジョンで進める

基本目標を次のとおり設定する。

◇基本目標 元気な「とちぎの花き」づくり

◇花き産出額

産出額（億円） 年成長率（％）

花き全体 切花※１ 鉢物※２

平成21年（基準年） 64 28 15 －

平成27年 70 31 16 1.5

平成32年（展望） 77 34 18 1.5

※１ 切花は、本県の統計データが得られるきく、ばら、ゆりの合計とした。

※２ 鉢物は、本県の統計データが得られる洋らん、シクラメンの合計とした。
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目標の達成にあたっては、この５年間で取り組むべき課題を明らかにし、関係者との

協働や役割分担により、各種取組を展開する。
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第４章 目標を実現するための方策

１ 収益性の高い魅力ある「とちぎの花き」づくり

（１）特色を生かした花き産地づくりの推進

○花き生産が重装備施設で行われる平坦地、簡易施設や露地で栽培される中山間地

等、地域により栽培方式や栽培品目が異なる中で、その地域や生産施設に適した

品目の導入や作付体系の確立により、産地の収益力の向上を図る。

○特に、中山間地においては、りんどうや小ぎくなど露地や簡易施設に適した品目

の推進を図り、裾野の広い花き産地づくりを推進する。

○観光地に近い産地は、観光との連携による花きの飾花や販売など利活用の提案を

行い、収益力の向上を図る。

パイプハウスを利用したりんどう栽培

（２）担い手の確保と組織活動の強化による花き生産の推進

○産地や関係機関が連携して、新規就農者や定年帰農者、女性農業者等の多様な担

い手を掘り起こすとともに、経営や技術面の重点的な支援により、花き生産に参

入しやすい環境づくりを推進し、担い手の確保を図る。

○県内トップレベルのモデル農家が地域や産地のリーダーとして、新規就農者等を

支援するトレーナー体制を整備することにより、花き産地の拡大、活性化を図る。

○既存産地に対しては、より経営管理能力に優れた経営体の確保育成を目指し、規

模拡大や品質向上への取組を推進するとともに、生産者組織の活動強化を図る。

○新たな施設の導入は、経営コストの上昇を招く要因となるため、関係者との連携

により遊休施設の有効活用を図る。

（３）低コスト・省力化技術等の導入による高品質な花き生産の推進

○産地間競争に勝ち残るため、コスト低減技術や省力化技術、複合環境制御装置等
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の導入、活用により、生産性や品質を高めるとともに、回転率や施設利用率の向

上を図る。

○高温性の品目を生産する重装備施設においては、省エネルギー技術・資材や低温

性品種の導入によりコスト低減を図る。

（４）初期投資の少ない新たな品目の導入推進

○簡易施設や露地での栽培が可能な新たな品目の導入推進と栽培技術のマニュアル

化により新たな産地づくりを推進する。

２ 「とちぎの花き」のブランド化に向けた体制づくり

（１）信頼性を高める生産流通体制の取組強化

○産地段階において、揃いの良い高品質な商品の提供を行うため、目揃会の実施や

検査体制の強化を図る。

○花きは観賞するだけでなく、香りを楽しんだり、手で触れる機会も多いため、青

果物同様に安全・安心に向けた生産履歴記帳等の取組を推進する。

○貯蔵・輸送体制の見直し、検討を行い、集出荷施設や低温貯蔵庫、保冷輸送車の

活用等による産地から小売店までのコールドチェーン化を推進し、日持ち性の向

上を図る。

○産地段階から流通段階までの日持ち性向上に向けた前処理や輸送方法等の検証を

行い、日持ち性に着目した生産流通指針（ガイドライン）※１を作成、普及するこ

とで、県産花きの信用力向上を図る。

※１ ここでは、日持ち性向上、他産地との差別化を目的に生産者（産地）、市場、小売店が取り

組むべき事項を整理したもの。

日持ち性向上に向けた産地段階から流通段階までの取組イメージ

生産段階

採花時間帯、前処理、

出荷調整方法の検証

流通（市場）段階

輸送方法、保管方法の

検証

流通（小売）段階

輸送方法、保管方法の

検証

日持ち性に着目した生産流通指針（ガイドライン）の作成・実践
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（２）知的財産権等を活用したブランド化の推進

○本県産花きのブランド化に向けた取組を強化するため、生産者や産地育成による

オリジナル品目・品種等を活用した差別化商材の開発を推進する。

○商標や愛称を有効に活用して差別化を図ることで、商品に対する認知度を高め、

有利販売につなげる。

○育種家育成のため、育種方法やオリジナル商品開発に向けた実践的な研修の場を

設けるなど育種生産者の拡大を図る。

（３）多様な消費ニーズへの対応と情報発信の充実

○予約相対取引や契約販売などの取引形態への対応の強化により、県産花きの需要

拡大を図る。

○産地、市場、販売店が持つそれぞれの情報を関係者が共有することで、花束加工

などの付加価値販売に向けた取組を強化する。

○鮮度保持、環境負荷軽減技術等を導入した高品質で個性的なものを求める消費者

ニーズに応えるため、インターネット等を活用してこれらの情報発信の充実を図

る。

３ 「とちぎの花き」の新たな需要の創出

（１）利活用の提案等による需要の開拓

○生花店や園芸店、直売所等における県産花きの産地表示や商品情報の提供等の取

組の推進により、県産花きの認知度向上、信用力向上を図り、消費者の関心や購

買意欲を高める。

○県内外で開催されるイベントや商談会等への参加により、本県産花きのＰＲや消

費・需要拡大を図る。

○関東東海地域や県レベルの花の展覧会（品評会）において、本県産の高品質な花

きをアピールすることにより、消費拡大を図る。

○生産者、生花店等が連携して幼児や児童の花育活動に取り組み、その活動を通じ

て多くの人が花に触れ、親しむ機会をつくり、将来の需要拡大につなげる。

○生産者とフラワーデザイナーなどの各種の有資格者が連携し、県産花きをＰＲす

るとともに、それらをアレンジするなどの楽しみ方を提案することにより、消費

拡大につなげる。

○物日や卒業式、クリスマスといった需要期以外の消費量の少ない時期にも花きの

販売促進を図るため、年間を通した県産花きの販売スケジュール等の提案により、

新規マーケットの開拓につなげる。

○若い世代や男性でも手軽に花きを購入できるような値ごろ感やカジュアル性のあ

るミニブーケ、簡単に持ち運ぶことができるおしゃれな包装等の提案を行うこと

で消費拡大を図る。

○花きの色や香り等が持つやすらぎやうるおい等の効用をアピールすることで、消

費拡大につなげる。
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○花きの持つ様々な効用に視点を置き、それらを活用した園芸福祉活動により、健

康・福祉の増進を図る。

産地表示のイメージ（例）

◇品目名（例：ばら）

◇品種名（例：とちぎレッド）

◇産地（例：栃木県○○市、○○農業協同組合○○部会等）

◇生産情報、産地のＰＲ（例：産地の概要、日持ちに着目した栽培方

法（高品質生産に向けた取組、生産履歴、商品へのこだわり等

◇日持ち目安日数（例：購入後○℃で約○日楽しめます。）

◇長持ちする管理方法（家庭での楽しみ方）

（例：鮮度保持剤の使用方法、切り戻し方法等）

（２）花と緑にあるれるふるさとづくりの推進

○「とちぎの花」の普及促進を図るため、花に関するイベントの実施により、「花

と緑にあふれるふるさと栃木」づくりを推進する。

○多くの人に花の持つ魅力をＰＲするため、とちぎ花センターの活用により、フラ

ワーフェスティバル等の各種イベントを実施する。また、年間を通して花に親し

み、憩いと安らぎを提供する場として、季節に応じた飾花等の提案を行い、県産

花きに関する情報発信や産地のＰＲを図る。

○公共施設や学校、自治会等において、花き生産者や団体と連携し、花壇やフラワ

ーロードづくりなど花きを取り入れたまちづくりを推進する。

花き生産者によるフラワーアレンジ教室の開催
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４ とちぎの花きづくりに向けた役割

基本目標である元気な「とちぎの花き」づくりを実現するため、生産者や関係団体、

関係機関との連携により取り組むことが重要であるが、各々の役割等は次のようなこ

とが考えられる。

（１）生産者

○地域に適した栽培品目・品種の選定

○低コスト、省力化等技術の導入及び生産技術、経営技術の向上に向けた取組

○多様な担い手の掘り起こし

○日持ち性向上に向けた取組検証や日持ち性に着目した栽培技術の導入

○育種技術の習得と商品化の推進

○予約相対取引や契約販売の拡大推進

○産地表示の取組と商品情報の提供

○各種イベントへの参加と自主的なＰＲ活動の取組

○花の展覧会への積極的参加

○花育活動の実践

（２）農業団体（農協等）

○産地計画の策定支援

○花きの新規導入につながる経営モデルの提示

○低コスト・省力化技術等の導入支援

○多様な担い手の掘り起こし

○日持ち性に着目した生産流通指針の作成と実践、コールドチェーンの推進

○オリジナル品目・品種の実需者への情報提供の推進

○予約相対取引や契約販売の拡大推進

○産地表示の取組や商品情報の提供支援

○商談会を中心とした各種イベントの企画・参加

○花の展覧会への参加支援

○花育活動の実践

○観光資源としての花の利活用の検討

（３）流通団体（市場、小売店等）

○本県の花き産地との連携による情報の共有化と産地のＰＲ

○各種生産技術や産地のＰＲ

○日持ち性に着目した生産流通指針の作成と実践、コールドチェーンの推進

○店内やホームページでのオリジナル品目・品種や県ブランドの情報提供

○消費ニーズの収集と生産者等への迅速な提供

○産地表示や商品情報の提供

○フラワーフェスティバル等イベントの開催と協力

○花の展覧会に出品されるような高品質花きのＰＲ

○花育活動の実践

○花を手軽に購入できるような仕組みづくりの検討と実践
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（４）市町・県

○栽培品目のマニュアル化と経営モデル策定支援

○経営体の育成支援と規模拡大に向けた取組支援

○低コスト・省力化技術等の導入支援

○日持ち性に着目した生産流通指針の作成支援、コールドチェーンの推進

○育種技術の支援及びブランド化確立に向けた関係者連携の体制づくり

○消費ニーズに対応した花き生産技術への支援

○産地表示に対する指針の作成や商品情報作成等の取組拡大に向けた啓発

○とちぎ花フェスタ等のイベントの開催とイベントにおける各種団体の取組支援

○花の展覧会の開催支援

○花育活動に対する取組支援

○花を手軽に購入できるような仕組みづくりへの支援

○観光資源としての花の利活用の検討


