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＜活動事例の要旨＞ 

熊本県は宿根カスミソウの作付面積、出荷量と

もに全国１位の産地である。県内花き産出額 91 億

円のうち、約 18 億円を占める主要品目となってい

る（図 1）。 

県の中央に位置する宇城地域は、平成17年当時、

経済連ベースで県内第２位の宿根カスミソウ産地

という位置づけにあった。この地域では従来、少

し離れた２つの地区（三角地区と城南地区）で栽

培が行われていたが、平成 15 年６月の組織合併

（「ＪＡ熊本うき花倶楽部」の結成）をきっかけ

に産地としての問題が明らかになった。 

それは花き栽培の歴史が古い三角地区と、近

年野菜栽培から転換した城南地区とでは品質が

大きく異なっていたこと、また、どちらの地区

にも多くの品種が入り乱れ、産地の維持が難し

くなっていたことであった。 

このため、農業普及センター（現、農業普及・

振興課）は産地維持のための支援チーム結成を

呼びかけた。そして、その中では新品種の導入、

産地の特徴づくり、技術指導体制づくりなど、

宿根カスミソウの産地づくりに向けた提言を行

っていった。 

特に、普及の主体的活動として、技術面では

新品種の特性把握のための展示ほ設置、各種調査、

次々に生まれる問題の課題化と解決をめざした。

さらに、技術以外の部分では指導員の資質向上、

そして「生産者自らが生産性を考える意識改革」

に力を注いだ。 

これらの活動の結果、宇城地域では宿根カスミ

ソウの長期出荷が実現した。出荷量は平成 17 年度

の３万 6,000 ケースから、平成 23 年度には６万

3,000 ケースとなり、農協単位の出荷量では県下

１位を誇る産地に成長した。販売額も平成 17 年度

の２億 5,000 万円からわずか５年で４億円を突破

し、単位面積当たりの生産額も 10ａ当たり 186 万円から 294 万円へと伸び、日本一の

宿根カスミソウ産地となった。 

 

 

図 1 県花き産出額と品目の内訳 

(平成 22 年産熊本県花き生産実績より作成)
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図 2 熊本県農協区域（下）と JA 熊本う

き花倶楽部構成地域および戸数（上）

新品種と電照技術の導入による日本一の宿根カスミソウ産地育成 

        熊本県宇城地域振興局農林部農業普及・振興課   
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１．普及活動の課題・目標 

（１）二つの地域の合併で明らかになった課題 

対象となる組織はもともと二つの地域に分かれていた。三角地域と城南地域である。

熊本県宇城市三角町では、温暖な気候を活かした切り花栽培が古くから行われており、

昭和末期から切り花生産部会「花倶楽部」が宿根カスミソウをはじめ、様々な花きを栽

培していた。 

もう一方の熊本市南区城南町（旧下益城郡城南町）は、もともとメロン栽培が盛んな

地域であった。しかし、価格低迷により他品目への転換が検討され、平成に入ってから、

宿根カスミソウ栽培へ転換する生産者が増加していった。その理由は、同じ宇城管内の

三角町で栽培が盛んなこと、軽量作物のため高齢者にも取り組みやすいこと、また、メ

ロンの施設を利用できることなどであった。 

平成 14 年、三角町の「花倶楽部」は一旦解散した。そして、城南町やその他管内に

点在していた宿根カスミソウ生産者を部会員に加え、平成 15 年に「ＪＡ熊本うき花倶

楽部」として新たに発足した。これにより、取扱高は倍増し、宇城地域は宿根カスミソ

ウの主要産地として名乗りをあげた。しかし、新たな問題も生じていた。 

ア 品質向上 

一つ目は、二つの地域で品質が大きく違ったことである。そもそも宿根カスミソウ

は生育後半には灌水を控え、節間の徒長を防がなくてはならない。水はけの良い三角

町では花首の締まった高品質の宿根カスミソウを生産していたのに対し、城南地域で

は水田への作付けが多く、水切りが出来ず、徒長による品質低下が起こっており、品

質向上が課題だった。 

イ 品種の絞り込み 

二つ目は、品種が統一されておらず、出荷規格にばらつきが生じていたことである。

平成 10 年頃から民間種苗メーカーから、宿根カスミソウの新品種が次々に発表され、

各産地で多数の品種が栽培される状況となっていた。宇城地域も同様で、出荷される

花は、同じ規格でも品種によってボリュームや下枝の開花状況が異なっていた。その

ため、市場から品種の整理と規格の統一を求める声が寄せられた。産地として生き残

っていくには、主力品種を選定し、市場に求められる出荷規格を提示していくことが

必要となっていた。 

ウ 意識の統一 

城南地区の品質向上のため、隔離床栽培も検討したが、城南地区の生産者の半数は

メロンからの転換で、「花で儲けなければ野菜に戻ろう」という意識があり、設置の

労力と費用を惜しんで導入が進まなかった。「高品質の花を生産する」という意識の

統一も課題だった。 

（２）宿根カスミソウのトップグレード産地化計画の策定 

ア 支援チームづくりと産地化 

これらの課題に取り組むため、農業普及・振興課は支援チーム結成を呼びかけた。

農業普及・振興課の花き担当職員とＪＡの指導員が中心となり、産地化計画を作成し

た。作成にあたり、将来のビジョンは、「宇城地域がトップグレード産地になること」

とした。トップグレード産地の必要条件は、「高品質で、均一性があり、継続出荷で

きること」である。そこで、この条件を満たすにはどうしたらよいのか、という観点

で、栽培上の問題点と販売面での問題点を出し合い、課題化した。 

ａ 新品種「アルタイル」の導入 

まず、二つ目の課題の「品種の絞り込み」を行うにあたり、肥沃土壌でも花首が

伸びにくい品種「アルタイル」を主要品種候補に選定した。当時、宿根カスミソウ
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の新品種は殆どが海外育種の品種であったが、「アルタイル」は国内メーカーの育

種による、全く新しい品種であった。花首が伸びにくいという特性とともに、下枝

まで同時に開花する揃いの良さも選定の理由であった。 

ｂ 「幅広い規格を展開するカスミソウ産地」としての位置づけ 

次に、主要品種の選定と同時に規格の見直しを進め、今後の販売戦略を検討した。

小売店は上位等級規格（２ＬやＬ）を必要とするが、スーパーやホームセンターで

のパック売りには下位等級規格（ＭやＳ、２Ｓ）が適している。どちらかの等級に

特化した出荷体制を取る産地が多いが、宇城地域ではその当時どの規格も満遍なく

出荷していた。これは一つの株から７、８本の上位等級品を切り、さらにその下か

ら出た短い枝を下位等級品として出荷する栽培方法が定着していたからである。 

そこで、他産地にはない、「上位等級から下位等級品まで出荷できる」ことをセ

ールスポイントに位置づけた。特に、イベント（特に母の日）需要には、下位等級

の大口の出荷要請に応えられるよう出荷量に重点を置き、「幅広い規格に対応でき

るカスミソウ産地」を狙った。 

イ 普及活動における課題化と目標の設定 

しかし、導入した新たな品種「アルタイル」は、栽培特性が不明で、作付け事例も

少なかった。そのため、農業普及・振興課では、①新品種の栽培特性を把握すること

に取り組み、その過程で新たに生

じた問題を課題化し順次解決す

る、という方針をたて、産地の生

産性向上に取り組むこととした。 

また、生産者が利益を上げ、宿根

カスミソウ生産者として定着する

よう、②指導員の資質向上を図る

こととした。そして③「生産者自

らが生産性を考える意識改革」こ

そ最も重要と考え、取り組むこと

とした。 

 

２．普及活動の内容 

（１）活動経過 

ア 新品種の特性把握にむけた現地巡回と作型集積 

作付け事例が少ない新品種「アルタイル」は、どのような特性を示すかは明らかで

なかった。そこで普及・振興課とＪＡの指導員とで、導入ほ場を定期的に巡回し、定

植日、摘心日、開花時期等を調査し、それを図表に記して特性を整理していった。 

ａ 長期作型の実現 

宿根カスミソウは花芽分化期の夜温が高いと奇形花が発生するため、当時は回避

策として９月以降の定植が行われていた。11 月から１番花の採花が始まり、切り

戻しを行って４～５月に２番花を採花する作型である。また、従来の品種は開花後

の気温が高い場合、ほ場内で花がしぼむ「老け花」や、花が開花する前に枯れる「黒

花」と言った症状も出やすく、宇城地域での５月後半以降の出荷はまれであった。 

しかし、「アルタイル」導入後、巡回調査・分析を続けてみると奇形花の発生が

ほとんど無いことがわかり、作型は一気に前進化した。また、老け花の発生も少な

かったため、５月後半以降の採花も増え、長期作型が可能になった。 
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図 3 普及活動の課題と指導方針 
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写真 1 電照栽培試験の様子

（右）と作型調査表（左下）

ｂ 新品種の特性を活かした新たな作付けの提案 

ところが、更に調査を続けてみると、「「アルタイル」を極端に早く作付けした

場合、高温による短茎開花、つまり茎が十分伸長しない状態で開花してしまう」こ

とが分かった。 

ちょうどこの頃、「アルタイル」の枝変わり品種である「アルタイル LG」が発

表された。夏期高温期の作付けでも十分な切り花長が得られる晩生品種である。こ

のため、高温期（８月～９月上旬）の植え付けには「アルタイル LG」を推進し、

気温が下がってからの植え付けには、それまでの普通系「アルタイル」という作付

け体系の棲み分けを提案し、長期出荷を推進した。 

イ ２番花出荷による単収向上へ 

しかし今度は、中生品種の「アルタイル」、晩生品種の「アルタイル LG」では、

２番花が母の日前に出荷出来ない状況が続くようになった。そこで、巡回を密にし、

詳しく調査を続けた結果、「アルタイル」を母の日前に確実に出荷するための切り戻

しは、12 月中旬であることを明らかにした。 

しかし、その技術はごく初期定植の「アルタイル」に限られ、概ね９月以降の定植

では、やはり２番花が母の日前に間に合わない。また、「アルタイル LG」に関して

はさらにごく一部に限られ、次第に「アルタイル LG」は１番切りのみとする栽培が

広まりつつあった。 

ウ 技術普及の徹底 

宿根カスミソウの栽培は２番花まで出荷

することに大きな経営メリットがある（表

１）。まして、母の日前の出荷は予約相対

による安定した単価が見込めるため、極め

て重要である。そこで、栽培講習会やほ場

巡回の際、次のとおり技術支援を行うこと

とした。 

ａ 電照技術の導入による需要期出荷の実現 

まず、電照を利用した生育促進技術の導入を進めた。県農業研究センターによる

と、「アルタイル」は電照効果が高く、生育促進が見込めたからである。農業研究

センターと連携を重ね、各ほ場を巡回して電照による生育促進効果、２番花の開花

時期を順次記録し、宇城地域版の技術確立を目指した。その結果、「アルタイル」

の切り戻しのリミットは 12 月中旬から１月下旬まで伸び、９月上旬に定植すれば、

母の日前に出荷出来るようになった。 

ｂ 晩生品種における電照効果の調査 

晩生品種「アルタイル LG」での電照効果は、農業研

究センターでも取り組まれていなかった。そこで、県

の事業を活用して、実証展示ほを設置し、生育促進の

効果を調査することとした（写真 1）。その結果、１

番花収穫後、12 月下旬に切り戻して電照栽培すること

で約 50％を母の日前に出荷することが出来るという結

果が得られた。加えて、この実証展示ほ調査はＪＡへ

の委託試験として取り組んだため、ＪＡの営農指導員

はもとより、部会の関心も高まり、電照技術導入の契機となった。 

 

 

表 1 1 番花のみの時と二度切り栽培時の 

経営指標比較(10a 当たり)

 １番花のみ 二度切り
生産量（本） 16,800 28,592
販売量（本） 15,000 28,500
単価（円／本） 127 103
主産物（円） 1,905,000 2,935,500
副産物等（円） 0 0
計（円） 1,905,000 2,935,500

1,326,779 1,926,600農業粗収益（販売経費差引後）（円）

項　　　　　　目

販売金額

農業総収入

（熊本県農業経営指標より作成）



- 5 - 

 

（２）活動体制 

普及・振興課の花き担当職員は１名、ＪＡの営農指導員は２名と少ない。そこで効率

的な活動はどうあるべきかを検討し、以下のような体制で臨んだ。 

ア スタッフ会議と現地指導 

まず、指導者側の徹底した基礎学習とマンツーマン活動を行った。ＪＡの指導員の

中には、初めて花の指導側に携わる者、また販売と兼務の者もいた。そこで、普及・

指導課の花き担当職員とＪＡの指導員を中心にスタッフ会議を開き、宿根カスミソウ

の基礎を学んでもらうことから始めた。病害虫の基礎、土壌肥料の基礎、と回を重ね

た。ＪＡの販売担当者がとりまとめ役となり、産地戦略について考えた回もあった。

巡回での作型集積の調査結果を持ち寄り、品種の特性を整理し、次の指導の準備にも

充てた。また、初めて指導にあたるＪＡの営農指導員の資質向上を図るため、現地指

導は、可能な限り共に行動するようにし、資質向上を図った。 

因みに６年が経過し目標にたどりついた現在、この会議は指導内容のすり合わせや

販売戦略会議として定着している。平成 22 年に城南町が市町合併により熊本市とな

ったため、熊本地域の普及・指導課の花き担当職員および広域普及指導員（旧専技）

も交え、さらに発展的な意見交換を行っている。 

イ 一斉巡回 

技術面では、７月末～８月定植直後の初期生育を旺盛に

するため、全ほ場をスタッフ全員で巡回し、各ほ場毎に細

かな指導を行った。 

ウ 現地検討会と講習会 

三角地区と城南地区は地理的に離れているため、現地検

討会は地区毎に行われることが多い。しかし、土質や環境

の違いをお互い理解し、足並みをそろえていくために、地区にとらわれず、参加でき

る人は両地区に参加してもらうようにした。また、現地検討会後には栽培講習会を開

き、一つの作業毎に、「なぜそれが必要か」という動機付けを行うことで、生産者の

レベルアップを図った（写真２）。 

 

３．普及活動の成果 

（１）農家経営の安定 

これらの取り組みにより、花倶楽部の出荷数量は

年々増加し、平成17年度、３万6,000ケースだった出

荷数量は平成23年度には６万3,000ケースと飛躍的

に伸び、ＪＡ単位で目標としていた菊池地域を抜い

て、出荷量県内一の産地となった（図４）。また、

販売額もそれに伴い増加し、平成22年度には初めて

４億円の大台を突破し、経済連の取扱額の４割を担

う、菊池地域に並ぶ、宿根カスミソウの主産地とし

て成長した（図４）。さらに平成17年には186万円だ

った作付面積10ａ当たりの販売額は、平成23年度に

は294万円となり、農家１戸当たりの販売額も部会発

足から８年を経て、倍増した（表２）。 

ア 長期出荷作型の実現 

品種の特性把握を行ったことで、品種毎の定植適期や切り戻しの時期が明らかとな

った。晩生品種の「アルタイルLG」の作付けから始まり、開花までの日数が短い「ア

写真 2 栽培講習会の様子

図 4 販売金額と出荷数量の推移
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表 2 10a 当たり及び 1 戸当たり販売額 

（単位：万円）

H15 H17 H19 H21 H23

10ａ当たり 225 186 244 269 294

1戸当たり 391 385 515 686 802
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写真 3 加工商品 

「カラーダイヤモンドダスト」

ルタイル」を作付けすることで、従来の出荷期間より前後合わせて約３ヵ月延長する、

「長期出荷作型」が実現した（図５）。 

イ 電照技術の導入による需要期出荷の実現 

晩生品種「アルタイル LG」で電照効果を調査したところ、生育は促進され、母の

日前に箱数で 51％の出荷が可能だった。母の日前出荷が困難な晩生品種の母の日前

出荷を可能と示したことで、生産者間に導入への意識が高まり、電照導入農家数は増

えている（表３）。 

 

 

 

 

 

（２）地域農業への影響 

ア 販売力強化 

長期出荷作型が実現したことと、母の日前の出荷が可能に

なったことから、市場に対する予約相対販売への取り組みが

可能となり、共販体制の強化につながっている。また、販売

が活気づき、加工品販売部門にも「染めカスミ（生花用染料

を吸収させたもの）」や「カラーダイヤモンドダスト（染め

カスミにラメ加工したもの）」等の新商品が提案された（写

真３）。これらはテレビ等で紹介されるなど話題となり、宿

根カスミソウの新たな需要喚起につながった。 

イ 農業者の意識改革 

以前は「花は需要期に当てる」という考えで作付けされていたが、長期出荷作型が

各農家で取り組まれるに従い、「どの時期で高値がついても対応できるように、期間

を通して均等に作付けする」という意識が広まった。 

また、栽培講習会は、生産者が栽培作業の意味を理解した上で取り組めるよう工夫

を続けたため、生産者の栽培に対する理解が深まってきている。さらに、技術講習の

みでなく、部会の生産額の伸び、出荷量の推移をグラフ化して示すことで、生産者に

「宿根カスミソウの主産地として注目されている」という意識が芽生え始めた。 

 

４．今後の普及活動に向けて 

（１）残された課題と対応方法 

平成 23 年度は、出荷量も伸び、生産額も増加した。しかし一時期、Ｍ、Ｓ等の下位等

級品が品薄となり、市場の要望に応えられなかった反省点もある。そこで本年度は幅広い

規格で出荷できるように、栽培初期から株を充実させることを重要ポイントとして指導に

あたっている。また、定植後に行う摘心の時期や位置が、出荷等級に及ぼす影響もさらに

調査を行っている。数カ所に試験ほ場を設置し、種々の摘心を行い、現地検討会で生産者

と共に経過を観察しており、１番花終了時には調査結果を取りまとめ、次年度の栽培管理

に活かすこととしている。 

表 3 部会員数の変化と電照施設導入農家数及び割合

（単位：戸）

 

 

H20 H23 H24
部会員数 56 55 59

電照導入農家（割合） 6(11%) 18(33%) 24(41%)

図 5 長期出荷作型体系図 
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（２）今後の普及活動に向けた提言 

前述したが、花き栽培に携わる普及指導員やＪＡの指導員は少数で、その多くが他部門

との掛け持ちで指導にあたっている。そのため、生産部会に対し十分な対応ができていな

い場面も見受けられる。 

今後は、生産者同士がほ場を巡回するなど、部会活動を組織化し、指導体制の強化につ

なげることが重要である。栽培や開花状況を生産者らが共有化することで、産地情報をさ

らに円滑に市場に伝えることができ、販売を有利に展開することができる。部会役員や、

地域の核となる生産者を中心とした取り組みを支援していきたい。 

また、加工品部門に関しては、その加工に適した品質を見極め、栽培方法への支援を行

い、加工部門のブランド化を推進していく。 

（執筆者 田添宏美） 



宿根カスミソウのトップグレード産地へ宿根カスミソウのトップグレード産地へ

熊本県宇城地域振興局農林部農業普及・振興課

新品種と電照技術の導入による
日本一の宿根カスミソウ産地育成

平成１５年６月、部会統合により
宿根カスミソウの２億円産地としてスタートした

『ＪＡ熊本うき花倶楽部』
しかし、数々の問題が生じていた

①　品質向上
②　品種の絞り込み
③　意識の統一

課題

新品種の導入支援
・定期的なほ場巡回
・作型調査による特性把握

生育促進技術の導入と普及
・電照栽培技術の導入
・実証展示による普及

活動体制の強化
・指導員の資質向上
・栽培講習会による、
　　生産者のレベルアップ

成果

出荷量・販売額の大幅アップ！！
・出荷量はＪＡベースで県下１位に
・販売額は２．５億からわずか５年で４億突破！

　販売金額と出荷数量の推移
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長期出荷作型体系図

長期出荷作型が可能に！！
・品種の特性を生かした作付けと、電照栽培技術
の導入により、従来より出荷が３ヶ月延長

農家経営の安定！！
１０ａ当たりおよび１戸当たり販売額が増加

　 Ｈ１７ 　 Ｈ２３

10ａ当たり 186万円 　 294万円

1戸当たり 385万円 　 802万円
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