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はじめに

この文献案内は,富山大学環日本海地域研究センター 『研究年報』第XXⅣ

巻 (1999年3月)に発表したものに続 くものである｡前報と同じく,チューリッ

プ球根を中心とした花き園芸に関する生産,流通,経営,経済,行政面などの文

献を収録した｡

本稿の収録範囲は,専門的学術論文に限定した文献目録とは異なり,一般図
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普.一般雑誌,各県の行政資料や新聞記事も対象としている.また,経済史に

おいて最初のバブルと言われる17世紀オランダの ｢チューリップ ･バブル｣.

花産業大国であるオランダの歴史や現状の研究文献,さらに,関係する農業経

済学の最近の文献 も収録 し,初学者の道案内となることを意図した｡

なお,技術面に関 しては,『園芸学研究』の各巻最終号に文献目録がある｡また,

園芸学会のホームページhttp://www.jshs.jp/に園芸学関係文献データベースが

ある｡
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｢福島県卸売市場概要｣2007年 3月 A4 37頁 農林水産部流通消費グループ

｢うつ くしま農業 ･農村振興プラン21｣2001年 3月策定 農林水産部農林

企画グループ

｢福島県農林水産業の現状｣2005年7月 ･A4 76頁 同上 .

｢福鳥県農林水産業の現状｣2006年 7月 ′A4 76頁 同上

｢福島県農林水産業の現状｣2007年 7月 A4 73頁 同上

｢福島県園芸農産物の農業産出額 (平成17年分)｣A32頁 同上
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｢Ⅳ.野菜の概要｣A4 87-178頁 農林水産部農林水産政策課政策室
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｢新潟県の農業 (平成18年度)(瞥料編)｣2007年3月 A4 128頁 同上 ･
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菊出荷組合 ･新川農業改良普及センター

｢富山県産チューリップ球根の生産の推移 (参考資料)｣A4 2頁

｢富山県育成のチューリップ品種｣ A4 1頁

｢買ったその日に食べよう 富山生まれの活きな野菜 (ヤツ)｣2007年 A4

三折 富山県野菜協会

｢第58回通常総会議案 (平成18年3月12日)｣A4 34頁 富山県花井球根農協

｢第59回通常総会議案 (平成19年3月11日)｣A4 41頁 富山県花井球根農協

石川県

｢石川県の農林水産業2007｣2007年 3月 A4 83頁 農林水産部農業政策課

企画調整室

｢石川県卸売市場の概要 (平成17年度)｣2006年4月 A4 40頁 同上

｢石川県園芸要覧｣2007年3月 A4 100頁 農林水産部農畜産課

福井県

｢農林漁業の動 き｣2007年 3月 A4 122頁 農林水産部政策推進グループ

｢第8次福井県卸売市場整備計画｣2006年 3月 A4 52頁 農林水産部販売

開拓課

長野県

｢長野県農業の主要動向｣2006年10月 A4 148頁 農政部園芸特産課

｢長野県卸売市場要覧｣2007年3月 A4 105頁 農政部農業政策課

｢長野県農政の施策別予算 ･主要事業の概要｣2007年4月 A4 57頁 同上
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｢長野県農業の概要 (平成19年度)｣2007年4月 A4■33頁 .同上

岐阜県

｢ぎふ農業 ･農村振興ビジョン｣2006年12月 A4L151頁 農政部農政課 L

｢ぎふ農業 ･農村振興ビジョ･ン (普及版)｣2006年12月｣A4 8頁 同上

｢岐阜県立国際園芸アカデミー (2007年度学校案内)｣2007年4月 7A4 26頁

岐阜県農産園芸課花井担当

｢岐阜県農業の動き｣2007年3月 A4 48頁 農産園芸課管理調整グループ

｢平成17年岐阜県の花き生産の概要｣2006年10月 A4 7頁 同上 一

｢岐阜県卸売市場の概要｣2007年3月 A4 15頁 農産園芸課管理調整グルーフ

静岡県

｢静岡県卸売市場関係資料 ･(平成17年度青果 .花井偏)｣2007年3ノ月 A41

18頁 農業水産部マーケテイング室

｢静岡県卸売市場関係資料 (平成16年度青果 .花井偏)｣2006年3月 A4Y了

103頁 農業水産部マーケテイング室

｢静岡県花き園芸の生産と混通｣2007年3月 A445頁 農業水産部みかん

園芸室

｢静岡県の農林水産業｣2007年4月 A46頁､(社)静岡県農業振興基金協会

｢静岡県農林水産業新世紀ビジョン改訂版 (本冊)｣2006年3月 A4 ユ55頁

農林業局みかん園芸室

｢静岡県農林水産業新世紀ビジョン改訂版 (概要版)｣2006年3月 A4′6頁

農林業局みかん園芸室

｢平成19年度花咲くしずおか県民運動の概要｣A4ビラ等 同上

｢花咲くしずおかNo.23号｣2007年8月 A4 6,頁 静岡県｢花咲くじずおか｣

推進協議会 し

愛知県

｢茶.･工芸作物関係資料｣2007年3月 A4 86頁 農林水産部園芸農産課

｢国で見る愛知の園芸農産｣2007 2007年3月 A4 29頁 同上
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｢愛知県育成品種の多彩な顔ぶれ (愛知県が育成した新品種の紹介)｣2005

年3月 A4 10頁 農林水産部農業経営課

｢世界に誇るブランドあいちの花 20C6年度｣A4三折り 農林水産部園芸農産課

｢あいちの伝統野菜パンフレット (見てみよう･育ててみよう･食べてみよう)｣

2007年2月 A4 6頁 農林水産部園芸農産課

｢平成17年産果樹生産流通統計資料｣2007年3月 A4 49頁 同上

｢平成17年産花き生産実績｣2007年3月 A4 168頁 同上

三重県

｢三重県農林水産業の動き (平成18年度三重県農林漁業動向報告書)｣2007年

3月 A4 126頁 農水商工部農水商工企画室

｢平成19年度において講 じようとする農水商工施策｣2007年6月 A4 108頁

農水商工部農水商工企画室

滋賀県

｢しがの農林水産業 (2007年)｣2007年3月 A4 33頁 農政水産部農政課

｢しがの農業 ･水産業新戦略プラン あらまし｣2006年3月 A4 14頁 同上

｢滋賀県卸売市場整備計画｣2006年3月 A4 27頁 同上

京都府

｢ふるさとビジョン (新京都府農林水産振興構想)｣構想全文 2002年 1月

A4 139頁 京都府農林水産部農政課企画室

｢京都府卸売市場概要 平成18年度版 (17年度実績)｣2007年3月 A4 39頁

農林水産部農産流通課

｢平成18年産府内花井生産状況等｣2007年3月 A4 12頁 農産流通課

｢農林漁業の動き｣ 18年あき号 (145)～19年なつ号 (148) 2007年7月

A4 8頁 農林水産部農政課企画室

大阪腐

｢大阪府卸売市場要覧｣2006年3月 A4 51頁 環境農林水産部流通対策室

｢京阪神における花井の流通状況｣ 関西生花市場協同組合HP
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｢大阪の農業｣大阪府環境農林水産部農政室HP

和歌山県

｢和歌山県の野菜 ･花 き｣2007年3月 A4 8頁 農林水産部農林水産総務課

｢和歌山県花井振興計画 (H18-22年度)｣2006年4月 A4 28頁 同上

｢和歌山の農林水産業｣2007年4月 A4 44頁 農林水産部農林水産総務課

鳥取県

｢鳥取県農林水産業の概要｣平成19年5月 A4 農林水産部HP

｢鳥取県農林水産業の概要｣平成18年3月 A4 農林水産部HP

｢鳥取県卸売市場の概要｣H18調査結果

｢鳥取県でのチューリップ生産の概要 (平成16年産)｣農林水産部

島根県

｢島根県農林水産関係資料 (H18年度)｣2007年4月 A4 112頁 農林水産部

農林水産総務課

｢平成18年産花井生産状況調査結果｣2007年6月 A4 27頁 同上

｢島根県卸売市場整備計画 (第8次)｣2005年12月 A4 35頁 同上

広島県

｢広島県の農林水産業｣2007年3月 A4 8頁 農林水産部総務管理局農林水

産総務室

｢広島県の卸売市場所在地表｣2005年9月 A4 3頁 同 上

｢市場概要 (平成17年)｣2005年4月 A4 21頁 広島市中央卸売市場

徳島県

｢2007グラフで見るとくしまの農林水産業｣2007年3月 A4 44頁 徳島県

農林水産部農林水産政策課

｢徳島県農業統計要覧 2006｣2007年3月 B6 131頁 同上

｢平成19年度 農林水産業に関する施策｣2007年7月 A4 122頁 徳島県

｢平成18年度 徳島の果樹｣(平成17年度生産販売実績)2007年3㌧月 A4

109頁 徳島県農林水産部とくしまブランド戦略課
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香川県

｢香川の農業 ･水産物｣2007年4月 A4 51頁 農政水産部

｢香川県産花 さの生産 ･流通の現状 (花 き生産総合調査結果)平成17年度版｣

A4 4頁 農政水産部農業経営諜

｢香川県卸売市場 の概要 (花 きの部)平成18年度版｣2007年 3月 A4

280-401頁 農政水産部農業経営課

｢鮮彩かがわ (香川県産農産物の生産と流通)｣2007年 3月 A4 11頁 農

政水産部農業生産流通課

高知県

｢高知県の園芸｣2007年3月 A4 147頁 農業振興部園芸流通課

福岡県

｢花活用セミナー実施概要｣2007年9月 A4ビラ1 農政部生産流通課花井係

｢福岡県果樹農業振興計画 (H18.7作成)｢果樹王国福岡｣の復活をめざして｣

2006年7月 A4 30頁 農政部生産流通課果樹係

｢ふ くおかの農業｣2007年3月 A4 10頁 農政部

｢福岡県花井生産振興計画 花あふれる福岡県を目指 して｣2003年3月 A4

17頁 農政部生産流通課花井係

大分県

｢大分の園芸 資料編｣2005年3月 A4 69頁 農林水産部園芸振興室

｢おおいたの園芸｣2007年3月 A4 8頁 農林水産部園芸振興室

｢おおいた農産漁村活性化戦略2005(大分県農林水産業振興計画)｣2005年

12月 A4 123頁 農林水産部農林水産企画課

｢第8次大分県卸売市場整備計画｣2006年3月 A4 19頁 農林水産部園芸振

興室花井特用班

｢大分県農林水産業｣2007年3月 A4 42頁 農林水産部農林水産企画課

｢農林畜産物流通デ-3 ブック｣2007年3月 A4 62頁 農林水産部おおい

たブランド推進室
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熊本県

｢第7次熊本県花 き振興計画｣2006年 6月 HP 農林水産部園芸生産流通課果

樹花井班

｢熊本県産花 き流通実績 (平成12-18年)｣2007年4月 A4 52頁 農林水

産部園芸生産流通吉果果樹花井班

｢熊本県卸売市場の概要｣2007年9月 A4 5頁 農林水産部園芸生産流通課

果樹花井班

｢くまもとの農業2007｣2007年4月､A4 207頁 農林水産部

｢くまもとの農政概要｣2007年3月 A4 36頁 農林水産部

鹿児島県

｢平成17年花井生産出荷実績｣2007年4月 A4 70頁 農政部農産園芸課

花 き果樹係

｢かごしま･の農業｣2007年3月 A4 45頁 農政部農政課

Ⅲ.新聞記事

北海道

グルメなユリ根コロッケ 村おこし 北海道の女性農業者が開発

070804日農

秋田県

秋田エコファーマー花作 りの情熱なお木村忠雄さん (秋田県大仙市)

070722日農

トルコギキョウ 水稲育苗後のハウスで栽培 JA秋田しんせい管内石沢鯖集

落営農組合 070815日農

宮城県

トルコギキョウ ロゼット化防ぐゲル種子を導入 宮城 ･JAあさひな ･

060623日農
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山形県

食用菊日本一を宣言 山形県地産地消推進協議会 (JAやまがたなどで組織)

060910日農

ふるさと元気 トラック (山形･酒田市)鮮度保ち生花輸送 人工光で光合成

促す 070818北日本

群馬県

アジサイ新品種 色も形も変身 あじさい研究会 (桐坐市) 060510日農

(経営拝見)出荷ピークを分散自家採取で独自色 鉢物花壇苗 小倉文雄さん

(前橋市) 070724日農

リンドウ 色のよさ自慢産地化へ着々 高山村 りんどう栽培組合 (群馬県)

070825日農

ユリ新品種 ｢レッドモンロー｣を販売 農業生産法人㈱あかゆりマネージメント

(みなかみ町) 070830日農

埼玉県

クジャクソウ独自品種 ｢ホワイトクイーン｣開発 周年出荷市場で高い評価

JA埼玉ひびき神川花井生産組合

千葉県

ちば花と緑の生産者紹介2006 千葉の花井生産者 11月2､3日

東京都

花業界が推奨新品種審査 積極的に出品を

(お財布拝見05家計調査から)花.園芸 購入頻度下げ止まる

バラの鮮度保証します 生産､流通が連携 今日から本格始動

春の花苗 厳寒響き出遅れ 需要底堅く相場は好調

消費者の目で花選び JFS 今秋にも最優秀賞

(農産物の輸出 検証ニッポンブランド) 花と鉢物 小川孔輔

070824日農

060919日農

060308日農

060318日農

060325日農

060408日農

060415日農

法政大教授

060503日農

花井卸売上高大手でも格差広がる従来以上に戦略必要 今西英雄東京農大教授
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05年花井卸売上高 8年続け前年割れ 輸入増や景気低迷で

プリザーブ ドフラワー 生花の姿そのままに 母の日にいかが

(ひと)花の情報仲介会社を発足させた 鈴木千春さん (47)

トルコギキョウ好値 出遅れ分集中懸念も 東京市場

(論説)花井需要拡大 産地と′小売の連携を

盆の入 り 仏花おしゃれに 菊の需要様変わり

060505日農

060505日農

中村妙子氏

060509日農

060524日農

060613日農

060628日農

060713日農

チラシつくり､顧客管理 花専門店を支援 計画流通の強化へ 東京の仲卸

060725日農

盆向け花 長雨､日照不足が影響 量､質とも不安定 060727日農

(コンパス)花育 安らぎと豊かさ実現 060727日農

輸入切 り花軒並み増加 2006年上半期主要市場 060820日農

切 り花上場で論争 ｢2割｣焦点 品種や等階級に偏 り 予約取引し相場安定

060826日農

グローバルに見た新しい花井類と新品種の動向をテーマに ｢花井懇談会｣が東

京でセミナー 060903日農

会社往来 ミヨシ (東京) 花井中心に育種･生産販売 060918日農

スプレイ菊の消費拡大へ大会 日本花井生産協会スプレイ菊部会 060919日農

社説 花井卸の委託生産 新たな結びつきに期待 060920日農

農家に生産委託 実需の要望に即応 先ず葬儀用バラ 大田花井 (東京)

060920日農

こだわりガーデニング 奥峰子 チュ-1)ップ色･数を限定 061019読売

(お財布ウオッチ06家計調査から)花井･園芸 景気反映4年ぶり増

070317日農

(経営拝見)新倉庄次郎さん (66)(東京 ･西東京市)50種類を周年供給

070424日農
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｢母の日｣向けアジサイ人気 ファース トグリーン ユーミ-エキスプレッション

070426日農

国産カーネーション好借維持 母のElの需要結果 070517日農

ヒマワリの入荷潤沢 価格例年並 品種の多様化期待 070609日農

(経営拝見)フラワーファーム大花園 競争避け安定販売 スイー トピー

070613日農

見上げて銀ブラ 都市緑化資材 ｢東京花マット｣ 070623日農

ダリア入荷本番 大輪系品種揃い好個 東京市場 070628日農

生産､流通､小売が連携 販促企画を重要視 花葉会セミナー 070710日農

高冷地産オリエンタル系ユリ 入荷潤沢 価格安定 季節の花材浸透

070719日農

花荷さばき場定温化 東京･世田谷市場 品質保持へ万全 070725日農

植物の医師育てます 法政大学専修コースを新設へ 070803日農

省エネバラ栽培 ヒー トポンプ利用で報告通年コス ト重油の半分 第17回大

田蓄蔵会議 070828日農

神奈川県

鮮度保持に発光ダイオー ド 花輸送で実用化 鶴見花井と松下電工など

060928日農

鉢物 ｢キャットテール｣花つき考え株つ くり 花井農家菅沼幸宏さん (41)

(横浜市) 060929日農

川崎市南部など9中央卸売市場 地方市場へ ｢降格｣選択 070112日経

｢バイオボ トル｣瓶の中花スクスク20年続 く人気商品 神奈川県立中央農高草

花部 (海老名市) 070812日農

長野県

トルコギキョウ 種子冷やした稚苗定植拡大 低コス トで品質安定へ 長野

JAちくま 060727日農

環境宣言を採択 地域挙げ持続型農業- 長野 ･JA北信州みゆき 070601日農
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トルコギキョウ新品種を紹介 サカタのタネ 長野で見学会 ･070705日農

花輸送に発光ダイオー ド 薬使わず鮮度維持 JA北信州みゆき 070810日農

新潟県

JA十日町ユリ切 り花部会 形状 ･花持ちに高評価 雪中貯蔵や温泉熱活用

060804日農

チュ｢.)ップ 花弁とがった3品勧 滴 生 新潟県園芸研究センター (聖能町)

070404日農

食と農のかけ橋 チューリップの周年販売へ 新潟奥花井球根農協

070724日∴農

富山県

チューリップ好き集まれ ファンクラブ設立 砺波市農業公社 ー060330日農

チューリップ新品種 ｢夢の紫｣ オランダに品種登録 '060409日農

にゆうぜんフラワーロ- ド2006 富山県入善町 060427日農

チュ- 1)[ツプ球根産地新たに育成小矢部市七社地区と射水市八塚地区

060504日農

鉢植えチューリップ ユニークな品種ずらり 有若貢さん (70) 060529日農

(つくらんまいけ とやまの食と農) スプレース トック いみず野農協花井部会

061207朝日

師走ほくりく点描 咲く姿思いつつ出荷チューリップ切り花 砺波市伊藤徳仁さん･

061217朝日

切 り花の開発強化へ 価格低下で球根生産減少 富山県のチューリップ品種

070109北日本

チューリップ冷蔵庫で発根 オランダ流の栽培実践 砺波の伊藤さん

070110富山

｢たかおか ･まちなかチューリップ展｣112種3万本 070202富山

(人コラム)チューリップ農家2代目伊藤仁嗣さん (27)花渡す習慣へ一役担

いたい . 070301朝日
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(つくらんまいけ とやまの食と農)コスト削減 ･新品種に知恵 石田隆紀さん (66)

070405北日本

チューリップ新品種 ｢春天使｣富山県農業技術センター野菜花井試験場

070419読売

砺波 チューリップフェア始まる 異常気象で苦心の管理 070423北日本

オランダ産スイセン新品種 ｢Toyama｣国際登録 砺波との交流が縁

070502北日本

第42回高岡市チューリップ切 り花コンクール 070503読売

(耕す 07とやまの食と農)新たな担い手育つ好機 生源寺真一 ･東京大教授

070528日農

魚津でユリの直販スター ト 魚津市長引野花井切花出荷組合 070614朝日

最盛期を迎えたチューリップ球根の掘 り取 り 砺波市 070615日農

チューリップ球根生産振興 地域守る農業公社 砺波市 070616日農

青年の声聴き農林漁業振興 富山市が研究会設置 070621日農

チューリップ球根丸々 大島で選別作業 来月中旬に初出荷 070629北日本

ユリの摘花作業ピーク球根ふくよかに育て 収穫楽しみに手際よく 福光 ･土

生新 070629北日本

チューリップ球根品質良く豊作射水市の農事法人 産地づくりに弾み

070630日農

小矢部アグリユースフェア 産地視察や意見発表 富山県青年農業者協議会

070705北日本

ふるさと風土記 砺波市高波地区彩 り豊かな花のまちチューリップ切 り花生産

に新手法 070705北日本

ハウスでユリ販売 魚津市長引野花井切花出荷組合 070710日農

カンナ1万本 8月3日から砺波市チューリップ公園で 2007となみカンナ

フェスティノヤル

花持ち良く人気 JA高岡花井部会切 り花特売
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富山県産チューリップ豊作 球根数7年ぶ り前年超え 温暖化対策実る 富山

県花井球根農協 070831北日本

石川県

小菊をバケット出荷 所得向上-継続契約 金沢市の花園花井共販組合

070605日農

福井県

越前水仙 施設栽培を 越前町で研修会 060502日農

リリプライ トレッド 福井の新品種ユリ 10日頃初出荷 070501′日農

静岡県

マーガレット切 り花用3新種今秋から出荷 静岡県農試南伊豆分場

060927日農

愛知県

新切 り花ダビウム導入 来月まで19万本出荷 愛知 ･JA周桑 060412日農

手間掛け高品質ユリ 三河フラワーパル (愛知県) 060503日農

秋菊 ｢神馬｣水揚げ2回で黒変症が激減 愛知県総農試 060509日農

バラのロックウール栽培 枝折 り曲げ採花枝に 増収で切 り花長も確保 愛知

県総農試 060921日農

経営拝見 パキラ (観葉植物)実生で種苗費削減 愛知県長久手町 ･川本敏文さん

070619日農

岐阜県

キンセンカ 洋花風の品種出荷控え試作 岐阜県農業技術センターが開発の

｢かれん｣ 070620日農

滋賀県

短茎小菊本格出荷- 滋賀 ･JA東びわこ 070713日農

大阪府

洋ラン育苗用 ミズゴケ ｢フレーク｣(青木物産)大阪府の南治男さんと川口信

行さん 070625日農
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盆切 り花動き鈍い あす一段上げ期待東京市場､和花中心に堅調に推移 大阪

市場 070809日農

京都府

京都府花井生産組合連合会総会生産振興さらに ブランド育成を

070602日農

花作 りを中心にした少量多品El栽培 京都 .京丹波町の井爪大蔵さん (73)

070616日農

コチョウランを法人経営 京田辺市の小西敏照さん (59)浩年さん (31)

070616日農

圧巻ですユゾ5000株 豊岡市の長養育 070629日農

京都の花アピール JA京都花井部会 3周年を迎えた京都市花井地方卸売市場

070701日農

休耕田にヒマワリ 圧巻15万本観光名所に 農家35戸の転作発展 京都与謝

野町 070809日農

花の鮮度保持に威力 市場内全体ひんやり 京都市花昇給合流通センター

070812日農

奈良県

菊を柱に周年で400種 JAならけん葛城花井出荷組合 ･(奈良県) 060505日農

花壇苗に塩水 日持ちが向上 奈良県農業総合センター 070614日農

菊の摘芯作業児童に指導 JA奈良県青壮年部郡山生駒支部 070708日農

和歌山県

切 り花で順風満帆 船乗 りから ｢転進｣ 和歌山県串本町の阪田洋好さん (62)

060913日農

兵庫県

2006たんとうチューリップまつり 兵庫県豊岡市但東町 060426日農

紙の培地で処理も簡単 神戸市 ･岸野直樹さん (40) 070710日農
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鳥取県

タマノカンザシー重咲きを発売 鳥取県 ･熊谷農園 060921日農

岡山県

リンドウ生産強化 選別機を導入規模拡大を後押 し 岡山JA阿新

070606日農

広島県

スプレー系の小輪カーネーション 新品種 ｢ユーミン｣開発 広島 ･久井新花園

060510日農

山口県

起業 企業組合みんと村 (山口県若宮市)

香川県

070708日農

食と農のかけ橋 ｢花育｣通 じ豊かな心生産者が児童指導 花の里かがわ推進委

員会 070808日農

菊 点滴自動かん水で水不足に対応 香川県小豆農業改良普及センター等

070823日農

熊本県

生け花用アリアム面積拡大さらに 熊本JAかみましき 060908日農

(ブ ラジル農業便 り)熊本県出身安武誠さん (69)花作 りに転換大当た り

070325日農

鹿児島県

女性花井農家が集合 花井農家レディーズセミナー 鹿児島県農協花井部会協

議会等 060928日農

冬場もOK輪菊新品種｢新神 2｣(あら-じんツー)鹿児島県農業開発総合センター

花井部 070831日農

農水省

花の商談活発に 生産者と小売連携促進 農水省 2回目 060217日農

花の指名買い推進を ′J､売との連携紹介 農水省が交流大会 (3回目)
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060614日農

06年花井卸売価格 切 り花類前年並み 花壇用苗物類は4%安 農水省

青果せ り25%割れ 価格形成大型店が主導 農水省調査

花消費このまましぼむの 法人リス トラ個人も財布のひも固く

どう生きる農政転換 金子いずみさん 集落営農は継続が力

農地税別見直し 農水省が検討 担い手集積を加速

全農

第35回日本農業賞大賞決まる JA全中

JA全農 園芸直販の新会社が始動 実需対応を強化

スプレー菊を拡大 全農09年度出荷計画 産地での系統選抜強化

オランダ

オランダの花井市場 ネット取引強化 環境認証で信頼向上

070614日農

070817日農

061202朝日

060822日農

070725日農

060204日農

060916日農

070814日農

070628日農

オランダ生花､アジアに的 市場合併で機能強化 JFMAセミナー

070711日農

躍進するオランダ花 き産業 流通 生産 MPS 輸出入 070712日農

有機花普及へフォーラム オランダ事例学ぶ バケット流通普及の日本ELF

システム協会 070823日農

アジア

生花輸出が拡大 アジアなどで高級花に需要 070602日農

韓国

韓国 種子産業を育成- 輸出額 1億 ドルを目指す 060917日農

台湾

食と農のかけ橋 オンリーワンの花井販売 台湾と育種共同研究㈱華金剛 (奈

良県御所市) 070807日農
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中国

(中国産地情勢)野菜､花井栽培 江そ省で拡大意向 ･060306日農

(中国産地情勢)雲南省､花井輸出へ韓国の公社と提携 060327日農

中国雲南省 生産が大幅減､花井価格高騰 060408日農

中国産カーネーション 無断増殖が横行 安さ強みに対日攻勢

060509日農

無断増殖の中国産カーネーション 輸入業者に初警告 060511日農

違反カーネ丁ションを摘発 大田市場 中国産 刑事告発も視野 060511日農

中国産輪菊 育成者権侵害の疑い 権利保護-法改正視野 農水省

060603日農

中国の花 日本向け増加傾向 フローレ21視察報告会 060908日農

-育種

(ここが知 りたい)なぜ輸入花の無断増殖が増えるの 意識低い育成者権

060604-日農

農の挑戦 ｢育成者権｣で商機拡大 070621読売

ペチュニア ｢サフイ二ア｣無断で増殖販売 北海園芸 070706日農

自家増殖禁止拡大の理由 育成者の権利守る 81種類表示確認徹底を

070722日農

環境･安全

花にも到来 ｢環境｣の波 エコ認定表示 し販売 大手卸のFAJ O60420日農

花のMPSとは 世界的な環境認証 060528日農

環境にやさしい花生産MPS 業界挙げ取 り組みを JFMAセミナー

060621日農

花井生産 ｢環境配慮｣広がる MPS利用30カ国に 060822日農

花認証の申請始まる ｢MPSJ O60901日農

花の認証MPS始まる 環境基準 も 山売 り" 経費減､高品質に期待

060901日農
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(解説)花にも ｢安全｣提案 消費者ニーズを模索 070712日農

｢有機の花｣お目見え 東京･大田市場 環境保全アピール 070712日農

花 香 りで売る 安眠､抗ス トレスに効果､鮮度の証し 060907日農

小電力

農業用水を使った小水量発電 法改正で導入容易に 060903日農

農業用水で小水量発電 山形市八森地区 060922日農

ネット取引

公正なネット取引を 東京都が花井2社に改善指導 午前0時の開場時面前に

取引 060720日農

花検索

花検索サイト好評 携帯の身近さ受ける神奈川のNPO栽培植物分類名称研究所

060906日農

チューリップ検索システムとは 250品種の特徴を手軽に 050424富山

花の色

欧州注目の黒チューリップ 060831読売

世界初青色チューリップ開発へ 発色メカニズム解明 富山県農技センターな

ど英科学誌に発表 070217北日本

(サイエンス)花色改良と遺伝子組み換え 今村順 (玉川大農学部教授)

070613日農

(サイエンス)花色改良と遺伝子組み換え 下 青バラ実現 070619日農

(サイエンス)環境と花色 下 土中の金属でも変化 温度が模様に与える影響

070626日農

病害

トルコギキョウ施設の土壌消毒 小型給湯器で効果 立枯病は薬剤以上

060907日農

花井の熱土壌消毒 上 病害の状況短期連作で深刻に 070828日農

湿式低温
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切 り花長持ち湿式低温流通増えるバラの3分の 1超す農水省調べ

060616月 農

卸売市場の改革 横浜の革新注目 取弓.rの場全体を低温管理 日大教授梅沢昌

太郎 060704日農

切り花の縦箱輸送に紙製保水シー ト 長野の包装資材卸正星と牛山竹夫さん (58)

060707日農

花の湿式低温流通広がる 3億本超す 全体の64% 070717日農
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