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1. 活動背景

◎ 環境保全に対する世界的な取り組みの増加

● 世界的に環境問題に対する取り組みが増えている（SDGs）

● 欧州では環境保全のための新しい経済（サーキュラーエコノミー）を掲げている

◎ 花の廃棄問題

● 売り物にならない花だけでなく店頭で売れ残った花も廃棄の対象

● 消費者の元に届いても枯れると廃棄の場合がほとんど

1人の消費者としてサステイナブルな形で花の廃棄を減らしたい



循環型社会に向けて行動してほしい  → 僕たちがやる意義  ≠ コンポストを使用することによる価値

- コンポストを循環型社会を目指すのに選定した理由  → 

- 花じゃないとダメな理由 : 生ゴミとかは再利用に用いられているが、花は捨てられるだけ、むしろ分解

が遅いからコンポストに入れないでって言われる。 ←FBもらいたい点として聞きたい。

2. 活動意義



✔ サーキュラーエコノミー（循環型経済）の普及

日本では浸透していないサーキュラーエコノミーという概念を知ってもらえるような機会を創出する

✔「循環」の体感

有限である資源を発見し、持続可能な形で再利用できること（資源の循環）を体感してもらう

3. 目指したいゴール



1. 花のコンポスト

a. 「寿命の終えた花」を分解

b. 堆肥として新たな花の栽培に再利用

2. 小学校へ教育コンテンツとして提供

a. 花のコンポストを実施する環境保全の体験学習

4. プロジェクト概要

一部実証実験実施

（後述）

企画段階



◎ なぜコンポストなのか

1. 準備や日頃の手入れに手間がかからないため

→ 誰でも簡単に取り組むことができるので行動のハードルが低い

2. 資源の再利用を簡単に体験することができるため

→ 馴染みのない「循環型経済」を実際に体験することでより身近に感じることができる

4-1. 花のコンポスト



◎ 循環実現のための手段

4-1. 花のコンポスト

日常的に行う
1. 加盟店から受け取る

2. 自宅から持ち寄る



1. 加盟店から受け取る

2. 自宅から持ち寄る

日常的に行う

4-1. 花のコンポスト



◎ なぜ教育コンテンツなのか？

1. 自分たちのプロジェクトと教育の親和性が高いため

→ 環境保全というテーマでの体験学習は教育に取り入れやすい

2. 小学校と花キューピットが連携して取り組みやすいため

→ 全国に多くの加盟店を持つ花キューピットだからこそ各地域の小学校との協力が実現

4-2. 教育コンテンツ



◎ 各関係者への提供価値

4-2. 教育コンテンツ

こども（小学生）

● 「循環型社会」の体験学習ができる

● 環境保護に寄与した「実感」を持つことができる

● コツコツと堆肥の世話をする継続力 / 自信を身

につけることができる

● 共同作業による他者への慈悲心を育むことがで

きる

● 地域や社会と繋がりを持つことができる

小学校

● 理科や家庭科、学活、夏休みの宿題等の教育コ

ンテンツの1つとすることができる

● 「子供たちの1つのことを継続する力を身につけ

ることができる」教材となり得る

● 「共同作業による他者への慈悲心を育む」教材

となり得る

● 地域への貢献や繋がりを強化



◎ 各関係者への提供価値

4-2. 教育コンテンツ

花キューピット加盟店

● 新規顧客の獲得

● 既存顧客との親密な関係づくり

● 地球環境への配慮

● 新たなマーケティングポイントの発生

● 地域に対する貢献・繋がり

花キューピット

● 加盟店での花購入に期待

● 地球環境に配慮した取り組みの PR

● 新たなマーケティングポイントの発生

● 産学官の他機関との連携の可能性



こども
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4-2. 教育コンテンツ



花キューピット

加盟店
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◎ 各関係者への提供価値

1. こども

a. 「循環型社会」の体験学習ができる

b. 環境保護に寄与した「実感」を持つことができる

c. コツコツと堆肥の世話をする継続力  / 自信を身につけることができる

d. 共同作業による他者への慈悲心を育むことができる

e. 地域や社会と繋がりを持つことができる

2. 学校

3. 花キューピット加盟店

4. 花キューピット

4-2. 教育コンテンツ



5. 実証実験の概要

※その他実験の詳細に関しては別途資料を参照

◎ 実験期間

1月12日〜3月12日（約2ヶ月間）

◎ 実験の目的

1. 花が微生物によって分解できるかどうかを確認する

2. 微生物の活動において最適な条件を探る

◎ 実験調査項目

1. 土壌の温度と水分量

2. 花の分解量と分解速度



分解はあまり進んでおらず、花弁の部分が確認

できた。

3週間後

投入した花はほとんど分解された

6. 実証実験の結果

撮影者：遠藤（1月21日）
撮影者：川野（3月12日）



6. 実証実験の結果

微生物の活動によって花は分解可能であることが実験によって確認できた。

微生物の活動環境として推奨したい条件は以下の通りであると考える。

● 土壌水分量：30% 〜 40%

● 土壌温度：室温 + 10℃



いきちか花壇プロジェクト
LFCコンポスト

（ローカルフードサイクリング株式会社）

7. 先行事例

出所：いきちかクラブ 出所：LFCコンポスト

https://www.ikichika.club/flowerbed.html
https://lfc-compost.jp/


花キューピット加盟店

全国約4300店舗

（来店促進へ）

全国の小学校約2万校

全国の幼稚園約3万校

地域の介護老人福祉施設

8. 今後の展望

花の関係人口を増やす



花キューピット加盟店

全国約4300店舗

全国の小学校 約2万校に

全国の幼稚園 約3万校に

地域の介護老人福祉施設に。

花の関係人口を2027年までに1,440人*増やす

*2023~2027年の4年間、毎月コンポスト配布を実施。計48プロジェクトの実証実

験を行ったとして、48施設 x 1クラス分が実施(30人) = 1,440人。

8. 今後の展望



〜Flower Rescue!!!〜
生花市場における花の廃棄を減らす！ 

「環境に優しい『花の再利用』」 

9. チームビジョン



appendix



実験概要

実験期間 1月12日〜3月12日（約2ヶ月間）

実験場所 早稲田大学93号館リサーチパークコミュニケーションセンター

実験目的
①花が微生物によって分解できるかどうかを確認する

②微生物の活動において最適な条件を探る

実験調査項目
①土壌の温度と水分量

②花の分解量と分解速度



実験に必要なもの

黒いビニール袋 1袋 水分量計測器 1本

腐葉土 20L フィラメント電球 3個（4個）

ガーベラの切花（分解する用の花） 100本 電球のソケット 3個（4個）

デジタルサーモスタット 2機 簡易ビニールハウス 2個



実験実施に関して
微生物にとって最適な活動環境を調べるために、以下のように土壌水分量と土壌温度を条件として6種

類の実験環境を設定する。土壌温度は室温を基準として、室温 + 10℃、室温 + 20℃の範囲とする。

コンポストNo. 土壌水分量 土壌温度 コンポストNo. 土壌水分量 土壌温度

コンポスト① 30% 33 ~ 35度 コンポスト④ 60% 25 ~ 27度

コンポスト② 60% 33 ~ 35度 コンポスト⑤ 30% 15 ~ 17度

コンポスト③ 30% 25 ~ 27度 コンポスト⑥ 60% 15 ~ 17度



実験期間や実験場所の確保、実験にかけることができる費用などの点から、今回は十分な実験環境を整え

ることができなかった。それにより、実験の条件として設定した土壌水分量及び、土壌温度を正確に一定に保

ち続けることができなかった（特に土壌水分量は人の手による調整だった）ので、今回の実験結果が必ずしも

正しいとは限らないと考える。

　一方、市販の腐葉土でも花弁等の柔らかい部分であれば分解できること、1月から3月という1年で最も寒い

季節でも温度や水分量などの条件さえ揃えば分解できること、微生物の活動環境として最適な条件の目安が

わかったことは今回の実験の貢献点であると考える。

限界点


