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令和３年岐阜県の花き生産の概要 
－令和３年花き産業振興総合調査－ 

（農産園芸課） 
 

［令和３年(１月～１２月)花き生産実績］ 

作付面積１３７ｈａ(９８％) 

生産額４７億９，１９５万円 (１０１％)   （ ）内は、前年対比 

         

１ 要旨 

（１）作付面積 

ア 作付面積は、１３７ｈａで前年より２％減少した。 

イ 内訳は、切花類４８ｈａ、鉢物類４３ｈａ、苗物類３５ｈａ、その他１０ｈａであ

った。 

ウ 前年と比較すると、切花類ではカーネーションやキクなどが減少し、全体で８％減

少した。鉢物類では洋ランやベゴニアなどが減少し、全体で３％減少した。苗物類で

は、バラ苗などが増加し、全体で１２％増加した。 

（２）出荷数量 

ア 出荷数量は、３，５２１万（本・鉢・球・粒）で前年より０.２％増加した（芝類を

除く）。 

イ 内訳は、切花類７２０万本、鉢物類１，１９６万鉢、苗物類１，３６２万鉢、その

他の品目は、２４２万（球・粒・本・鉢）であった。 

ウ 前年と比較すると、切花類では枝ものやフランネルフラワーが増加したが、ヒマワ

リなどが減少し、切花類全体で８％減少した。鉢物類では洋ランやベゴニアなどが減

少し、全体で２％減少した。苗物類では、バラ苗や花壇用苗などが増加し、全体で７％

増加した。 

（３）生産額 

ア 生産額は、４７億９，１９５万円と前年より１％増加した。 

イ 内訳は、切花類５億４，３３５万円、鉢物類２６億９，４９４万円、苗物類１４億

５８３万円、その他１億４，７８３万円であった。 

ウ 前年と比較すると、切花類では枝ものやフランネルフラワーが増加したが、ヒマワ

リなどが減少し、全体６％減少した。鉢物類は、洋ランやベゴニアなどが減少し、全

体で５％減少した。苗物類では、バラ苗や、花壇用苗などが増加し、全体で２３％増

加した。 

統計データ 

 



２ 解説 

 (１)切花類 

ア 切花類の作付面積は４８ｈａで、前年に比べ約 

 ４ｈａ(８％)減少した。出荷数量は７２０万本で、 

前年に比べ６１万本(８％)減少した。生産額は 

５億４，３３５万円で、前年に比べ３，６５２ 

万円(６％)減少した。 

イ 品目別割合では、ユリ、バラ、トルコギキョウ、 

キク、枝物の５品目で生産額全体の８１％を占 

めている。 

ウ 作付面積はカーネーションやキクなどが減少し、 

全体の作付面積が減少した。生産額は、フランネル 

フラワーや枝ものが増加したが、ヒマワリ、スプレ 

イギクなど切花全体の生産額が減少した。 

 

① ユリ 

ア  生産状況：作付面積                 ４ｈａ( ９８％) （ ）内は、前年対比 

出荷数量              ８４万本( ９８％) 

生産額     １億５，４５９万円( ９６％) 

イ 主産地：郡上市、池田町、大垣市 

 

② バラ 

ア  生産状況：作付面積         ３ｈａ( ８６％)  

出荷数量       １６８万本( ８５％) 

生産額   １億２，８３８万円( ８２％)  

イ  主産地：神戸町、瑞穂市、各務原市 

 

③ トルコギキョウ 

ア  生産状況：作付面積                 ３ｈａ(１６９％） 

出荷数量              ３５万本( ８６％） 

生産額       ５，７９４万円( ９１％） 

イ  主産地：郡上市、下呂市、飛騨市 

 

④ キク 

ア  生産状況：作付面積                ６ｈａ( ５８％) 

出荷数量             １０３万本( ８３％) 

生産額       ５，３８９万円( ８４％)  

イ  主産地：大中輪ギク…高山市、美濃市 

小ギク…海津市、揖斐川町 

スプレイギク…高山市、下呂市 

ピンポンマム …高山市 

 

⑤  枝物 

ア  生産状況：作付面積                ２７ｈａ(１００％) 

出荷数量              １２６万本(１１０％) 

生産額          ４，７１４万円(１３６％) 

イ  主産地：ヤナギ類…神戸町、ナンテン類（実）…郡上市 

 



(２)鉢物類 

ア 鉢物類の作付面積は４３ｈａで、前年に比べ 

２ｈａ（３％）減少した。出荷数量は１，１９ 

６万鉢で、前年に比べ２８万鉢（２％）減少し 

た。生産額は２６億９，４９４万円で、前年に 

比べ、１億５，０６４万円（５％）減少した。 

イ 品目別割合では、観葉植物、ポットローズ、 

ベゴニア、カランコエ、洋ラン、シクラメン 

の６品目で生産額全体の７７％を占めている。 

ウ 観葉植物及びカランコエは作付面積、出荷数 

量、生産額ともに増加したが、他の花きは減少 

傾向にある。特に洋ランの出荷数量、生産額が 

大幅に減少した。 

 

① 観葉植物 

ア  生産状況：作付面積                １４ｈａ(１０３％)   

出荷数量              ３１３万鉢(１００％) 

生産額     ９億４，６４４万円(１０２％） 

イ  主産地：海津市、瑞穂市、岐阜市 

 

② ポットローズ 

ア 生産状況：作付面積                  ５ｈａ( ９７％) （ ）内は、前年対比 

出荷数量              ４２３万鉢( ９９％) 

生産額     ７億５，０６５万円( ９９％) 

イ  主産地：海津市、本巣市、瑞穂市 

 

③ ベゴニア 

ア 生産状況：作付面積                 １ｈａ( ４３％) 

出荷数量               ９０万鉢( ８６％） 

生産額        １億２，２９８円( ７８％） 

イ  主産地：岐阜市、海津市、本巣市 

 

④ カランコエ 

ア  生産状況：作付面積                   ３ｈａ(１００％) 

出荷数量                ５４万鉢(１０４％） 

生産額          ９，１００万円(１０４％） 

イ  主産地：関市、各務原市、瑞穂市 

 

(３)苗物類 

ア 苗物類の作付面積は３５ｈａで、前年に比べ４ｈａ(１２％)増加した。出荷数量

は１, ３６２万鉢で、前年に比べ９１万鉢(７％)増加した。生産額は１４億５８

３万円で、前年に比べ２億６，２０８万円(２３％)増加した。  

 

① 花壇用苗※ 

ア 生産状況：作付面積         ２６ｈａ（１０２％） 

出荷数量      １，０８３万鉢（１０５％） 

生産額       １０億８万円（１０４％） 

イ 主産地：岐阜市、大垣市、各務原市 



② バラ苗・ガーデンローズ苗※ 

ア 生産状況：作付面積          ９ｈａ（１６０％） 

出荷数量         ８６万鉢（１７７％） 

生産額    ３億４，７１５万円（２７８％） 

イ 主産地：大野町、神戸町、輪之内町 

 

   ※調査上、花壇に植えて観賞することを目的とする「ガーデンローズ苗」と切花用

として栽培することを目的とする「バラ苗」の区別が困難なため、平成２９年か

ら合計値で記載している。 

 

(４)その他（球根類・種子類・花木類・芝類・芝以外の地被植物類） 

ア 生産状況：作付面積          １０ｈａ( ９９％) （ ）内は、前年対比 

出荷数量 ２４２万（球・粒・本・鉢）(１１０％) 

生産額        １億４，７３３万円（ ９８％) 

イ 主産地：球根類･･･池田町 

種子類･･･中津川市 

花木類･･･海津市 

芝 類･･･各務原市 

ウ 主な品目：球根類･･･ユリ 

種子類･･･シクラメン 

花木類･･･サザンカ 

芝 類･･･日本芝 

 

岐阜県の花き生産の状況（令和３年） 

       

項目 

品目 

面積 

 

(ｈａ) 

 出荷数量 

(万本・万鉢・ 

万球・万粒) 

 生産額 

 

(万円) 

 

前年比 

(％) 

前年比 

(％) 

前年比 

(％) 

切花類 ４８ ９２ ７２０ ９２ ５４，３３５ ９４ 

鉢物類 ４３ ９７ １，１９６ ９８ ２６９，４９４ ９５ 

苗物類 ３５ １１２ １，３６２ １０７ １４０，５８３ １２３ 

その他 

(球根類、種子類、花木、芝類)※ 
１０ ９９ ２４２ １１０ １４，７３３ ９８ 

合計 １３７ ９８ ３，５２１ １００ ４７９，１９５ １０１ 

※芝類の出荷数量の単位はアール（面積）のため出荷数量に含めない。 

 

岐阜県の花き生産額の上位４品目(令和３年) 

県内順位 品目 生産額(万円) 前年対比(％) 前年順位 

１位 花壇苗 １００，００８   １０４ １位 

２位 観葉植物 ９４，６４４   １０２ ２位 

３位 ポットローズ ７５，０６５      ９９ ３位 

４位 バラ苗、ガーデンローズ苗 ３４，７１５     ２７８ ９位 

 


