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南部地域におけるキク切花生産の現状と課題

長嶺豊・屋宜宣由

（南部農業改良普及センター、県農林水産部糖業農産課）

ＹｕｔａｋａＮＡＧＡＭＩＮＥａｎｄＮｏｂｕｙｏｓｈｉＹＡＧＩ：Thepresentsituationandproblemsin

chrysanthemumproductioninthesouthernareaofOkinawa

クの無電照栽培（季咲き）が行われたが、ほどなくし

て農業試験場において秋ギクの電照栽培法が確立され、

昭和50年代後半からは電照栽培が普及し、寒ギクの無

電照栽培は大幅に減少した。

この無電照栽培から電照栽培への移行は、数多くの

キク専作農家を輩出する大きな要因となった。この電

照栽培により、現在では11月下旬から５月下旬までの

長期にわたる出荷が行われている。計画的な作付け、

出荷が可能となったことで出荷調整が可能となり、経

営面積、－戸当たりの出荷量が大幅に増加した。また

一方では、高価格で推移している花き経営に関心が向

けられるようになり、サトウキビ生産者や野菜生産者

がキク生産へ移行するようになった。

南部地域におけるキク切花生産の経緯

南部地域においては表１に示すように、キクを主体

に多様な切花が生産されている。平成６年産の花き生

産実績（県農林水産部調べ）は、栽培面積が233haで、

出荷額は37億５千４百万円に達した。現在のような南

部地域の花き生産の進展は、キクの生産の拡大によっ

て支えられてきた。当地域は古くからサトウキビが生

産され、また那覇市等の消費地を抱える近郊野菜の産

地として知られ、中北部地域に遅れて（昭和50年代の

始めから中頃にかけて)、花き類の生産へ向け本格的な

取組みが行われた。しかしこの頃は、それまでの近郊

野菜栽培の経験を生かした県外野菜の生産が盛んな時

でもあり、花き類の栽培に取組んだ農家は少なかった

ようである。

当時キクの切花は、リアトリス、グラジオラス、ユ

リ等の球根類の切花やカスミソウなどの草花類ととも

に、有望な品目として導入された。導入当初は、寒ギ

キク切花生産の現状と課題

１キクの生産の動向と課題

ここ数年の南部地域におけるキクの生産は、表２に

表１南部地域における花き類の生産実績（平成６年）

単位：ａ、千本、千円

品目名 栽培面積 出荷数量 出荷額 主要生産地

輪ギク

ノトギク

スプレーギク

洋ラン

スターチス

ストレリチア

クルクマ

バラ

鉢物

糸満市、具志頭村

糸満市、具志川村

具志頭村、糸満市

糸満市、豊見城村

東風平町、糸満市

南風原町、大里村

豊見城村、糸満市

豊見城村、具志頭村

南風原町、玉城村

4,246

7,653

175

2,259

1,074

3,978

３７６

３３８

1,077

13,689

32,241

６７８

3,731

９７２

1,878

1,089

1,242

３８３

909,124

1,244,126

32,538

624,857

54,204

159,555

130,879

５７，９９５

337,810

(沖縄県農林水産部園芸振興課）
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品目別では、小ギク12億４千万円、輪ギク９億１千

万円、スプレーギク３千万円の出荷額となっており、

キク全体の栽培面積からみると、小ギクが65％を占め

輪ギクは35％となっている｡本島地域では小ギクの比

率が高く、離島地域の久米島では輪ギクの占める割合

示すとおり順調に伸び、平成６年度産のキクの栽培面

積はl20haで、出荷量及び出荷額はそれぞれ4660万本、

21億９千万円となっている。出荷額ベースの対前年比

は8.7％、平成２年度に比較すると51.2％の伸びとなっ

ている。

表２南部地域におけるキクの年次別切花出荷額
単位：千円、％

年度輪ギク小ギクスプレーギク合計輪ギクの割合小ギクの割合

平成２年度

平成３年度

平成４年度

平成５年度

平成６年度

586,958

568,232

744,071

818,673

909,124

794,089

864,054

869,213

1,179,491

1,244,126

40.6

39.2

446

40.7

41.6

64,135

17,932

53,734

11,139

32,538

1,445,182

1,450,668

1,667,018

2,009,303

2,185,788

54.9

59.6

52.1

58.7

56.9

(沖縄県農林水産部園芸振興課）

が高い。離島地域である久米島については、沖縄本島

までの輸送経費が加わることから、単価が比較的安定

し確実に収益が期待できる輪ギクを中心に、生涯が行

われている。一方、本島地域の各生産地では小ギクの

生涯が主体で、経営面積が70アールを越えるような農

家では、輪ギクの作付けは少なく、輪ギクの生産は比

較的経営面積の小さい農家で生産される場合が多い。

小ギク及び輪ギクの１０ａ当たりの労働時間は、それ

ぞれ64時間、735時間（県農業試験場調べ）であるが、

輪ギクは摘蕾作業(826時間）の時期に、集中的に労

力を投入しなければならないため、小ギクの栽培に比

べるとより多くの人員を確保しなければならない。最

近では雇用（パート）の確保もままならない状況にあ

り、そのため規模拡大を図ろ農家では、小ギクヘの専

作に移行するケースが多くなっている。

しかしながら、この傾向が続くと本島地域では小ギ

クの割合が更に増え、輪ギクは離島地域に主産地が残

るということになるが、輪ギクは堅調な消費に支えら

れ依然根強い需要がある。冬春期の産地として沖縄は

期待が寄せられており、今後は品質の高い輪ギクを生

産することも必要になると思われる。

１）栽培品種

当地区で栽培されているキクの品種は、表３に示す

とおりである。小ギクについては、｢沖の白波(磯の香)」

、「秋芳」及び、「芳香」の作付けが多く、これらの品

種は伸長性に優れ栽培期間が短く二度切りが可能な品

種である。一斉収穫ができ開花揃いの良い品種が、生

産現場で定着する条件となっている。生産現場では今

後もこれらの特性を踏まえた品種の選定が行われるも

のと思われるが、病害虫の発生が多い本県では、マメ

ハモグリパエの多発や、他府県の産地で発生している

ミカンキイロアザミウマの県内への進入が懸念され、

病害虫に対する抵抗性を兼ね揃えた品種の育成も行わ

なければならない。大ギクの栽培品種については、「北

中１号｣、「秀芳の力」が多く作付けされている。導入

されて間もない品種としては、「精興の秋」があり作付

けは増加しつつある。

新品種の導入については、各生産地とも出荷団体と

連携しながら試作検討を行っている。また、既存品種

についても系統選抜が行われており、低温期を経過す

る作型でもロゼットをしない個体、市場からの小ギク

の草姿に対するニーズに対応するため、分枝性を示す

個体の選抜が進められている。品種の選定は、産地の

形成､生産農家の生産と経営の安定を図る上で重要な２栽培の現状と課題
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表３南部地域におけるキクの品種と発育特製

類別品種名花色伸長性 栽培特性等

秀芳の力

寒精雪

北中１号

精興の秋

新希望の光

花秀芳

白
白
黄
黄
黄
赤

耐罹良良良良

低温期にロゼットが発生し易い

花色は純白、低温期の伸長鈍い

摘心後の分枝は多いが、ボリュームに欠ける

花色は良いが葉が大きく、草姿が乱れやすい

低温期にうらごけし易い

摘心後の分枝が少なく、うらごけし易い

輪ギク

沖の白波

秀芳

沖の園

美玉

芳香

夏風

白
黄
黄
赤
赤
白

極良

不良

良

やや不良

良

やや良

茎葉がもろく収穫時に傷みやすい

二度切り栽培が可、低温期にロゼット多い

ジャーガル等排水不良地では病害が多い

摘心後の分枝は多いが、ボリュウムに欠ける

根が浅く、排水不良地での育苗に難点

限界日長が長く、苗作りがしにくい

小ギク

(資料：南部農政普及センター）

要因であり、今後も既存品種の優良系統の選抜を継続

して推進し、同時に市場の評価と生産地の生産、経営

形態と合致した新品種の試作検討も必要である。

12月から４月下旬出荷に仕向けられる作型で栽培が行

われている。また小ギク「秋芳｣や「芳香｣、輪ギクの

｢秀芳の力｣は、収穫後の株を取り戻した二度切り栽培

を組み入れ、５月出荷まで出荷期を拡大している（図

１，２)。さらに６～７月の出荷期の拡大を目指して、

平成６年には本県に適応する夏秋ギクの現地試作が行

２）代表的作型

県内の各生産地と同様に、３月上中旬出荷を主体に、

図１キクの年末および彼岸出荷の作型

図２キクの二度切り栽培の作型
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われ、平成７年の１～２月出荷に向けた本格的な作付

けが行われた。

たが、収穫出荷時の労働の集中や防除作業の多い現状

では、キク生産における後継者の減少や、生産者の高

齢化の問題が派生する懸念もあり、省力化の検討は重

要な課題である。３）省力化

キクのの生産においては収穫調整、防除、定植、及

び挿芽作業に多くの労力を投じている。それぞれ10アー

ル当たりの作業時間の全体に占める割合は、小ギクで

298％、6.5％、５９％及び４９％となっている。大ギク

ではそれぞれ278％、5.7％、５１％及び４３％で、更に

摘蕾作業（11.2％）が加わる。生産現場では出荷調整

(調整、選別、結束）作業と本畑定植作業の省力化を望

む声が多く、農業試験場の連携した植付機による植え

付け試行や、調整及び結束を連動して行う機械の実演

が行われているが、個別農家では経営面積の規模が小

さいことと、機械の価格を勘案した場合に機械の導入

に踏み切れない状況であり、現状では機械作業は普及

に至っていない。今後、組織共同で機械を確保し運営

する方式や、地域の機械銀行等と連携した取り組みも

必要になってくると思われる。

これまで新規就農青年、Ｕターン青年、他作物から

のキク作への移行により、キク生産農家が増加してき

おわりに

昭和49年からキクの県外出荷が開始され、２０年が経

過した。これまで本土復帰、第１次オイルショック及

び台湾から国内へのキクの輸入などの社会情勢も、亜

熱帯地域の沖縄における県外出荷を目指したキク切花

生産の取り組みを刺激し、さらに国内の経済成長は消

費の拡大を導いた。社会情勢が有利に発展し、生産者

の技術向上等の意欲的な取り組みは、市場が期待する

冬春期のキク産地に成長した。

現在の国内経済はバブル経済崩壊後の景気低迷が続

いている状況にあるものの、農家経営の安定を図り、

市場の期待に応える産地づくりを目指すことに変わり

はない。生産者、出荷団体、及び行政が更に連携を強

化して、生産から販売に関わる諸課題の解決に取り組

まなければならない。


