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Ⅲ.参考資料 

 

１．組織体制設立に関する法令 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
翻訳を読むにあたっての注意 
＊カッコ（ ）内のオランダの単語は固有名詞等であり、その訳については訳者がその意味合いから適当であ

ろうと思われる訳をつけたものであり、場合によれば変更を必要とする。（オランダ語の単語のみで日本語訳

を付けてないものもあり。） 
＊枢密院（Raad van State）＝我々 
＊産業体（Bedrijfslichaam）農産物卸売業組織体設立省令の訳では、企業体としています。この訳では産業体となっています。 

 

 

1950年 1月 27日制定法律。憲法第 80条及び 152条から 154条に基づく産業

界における法律。産業組織法(Wet op Bedrijfsorganisatie) 
 

 

第１章. 社会経済協議会(de Sociaal-Economische Raad) 
 

第１節 所在・任務 

第１条 

1. 社会経済協議会を設立する（これ以降、協議会と呼ぶ。） 

2. 協議会はデンハーグ（’s-Gravenhage）に所在を置く 

3. 協議会は法人格を有する 

第２条 

協議会は、この章の第５節に掲げる助言を行う任務も含み、産業界（het bedrijfsleven）業務の普遍利益の促

進、同時に産業界及びこれの職務に就く者達の利益を追求する 

 

第２節 組織構成 
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§ 1.  一般規定 

第３条 

協議会は、議長(voorzitter)、執行部(dagelijks bestuur)、一般事務次官室(algemene secretaris)、及び第１９条

に基づき協議会の中から選ぶ１つ以上の委員(commissies)を有する。 

§ 2.  協議会 

第4条 

1. 協議会は、最少３０名最大４５名の委員から構成される。 

2. 最少2/3は我々1
が指定する企業及び労働者組織から任命され、残りは我々より任命される。指定の対象に

は、我々の判断により一般的に認知度があり代表性のある、且つ中心的な役割を持つ企業組織、並びに我々

の判断により一般的に認知度のある中心的役割を持つ労働者組織がなる。 

3. 同時に各委員の代理を任命することもできる。 

4. 労働者組織から任命される委員数は、企業組織から任命される委員数と同数である。 

5. 下記の事項は我々が決定する 

a. 協議会の委員数 

b. 我々が指定する組織から任命できる委員数 

 

6. 政令（algemene maatregel van bestuur）により、委員及びその代理委員の任命に関する規則を定めること

ができる。 

7. 協議会は、我々が第２項に掲げる指定組織を決定する際、若しくは第５項に掲げる決定の際に先立ち、連

絡を受ける。 

第5条 

1. 協議会委員若しくはその代理委員は、オランダ居住者に限る。且つ法律に定めるところの選挙の被選挙権、

及びそれらの選挙権を剥奪されていない者に限る。 

2. 公職に就く権利を剥奪されている者、又特定の職務を遂行することを禁止されている者は、協議会委員に

任命される資格を有しない。 

第６条 

                                                   
1 枢密院・de Raad van State 
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1. 政令により、協議会委員と兼任できない活動についての取り決めを定めることができる。 

2. 前項に掲げる政令の公布後２ヶ月以内に国会へ、これを法律により批准する提案をする。提案が取り下げ

たられた場合、又は上院若しくは下院のいずれかがこの提案を拒否した場合は、この政令は直ちに取り下

げられる。 

第７条 

第５条及び第６条に揚げた規則の遵守を保証するために、政令により規定を定めることができる。 

第８条 

1. 協議会委員とその代理委員は２年毎に同時に退任し、即座に再度の任命が可能である。 

2. 協議会委員とその代理委員は、常に協議会議長宛の書面にて退任を申し出ることができる。 

3. 任期期間中に発生した中途退任者の補充のより委員若しくは代理委員に任命された者は、その中途退任者

が元より退任すべきあった日に退任する。 

第９条 

協議会委員とその代理委員は、協議会が規則により定める規定に基づいて、報酬を受け取ることができる。 

第１０条 

協議会委員又はその代理委員は、その地位に就いていることで得るすべての業務及び産業秘密、特に協議会若

しくは議長が秘密保持の義務を課した全ての事項、又は秘密性があると理解できるものに関しての秘密を保持

する義務がある。 

§ 3.  議長 

第１１条 

1. 議長は協議会委員の中から我々によって任命され、我々により任務停止及び解任される。協議会は、前も

って我々の任命及び解任の決定の通知を受ける。 

2. 議長は代理人を２名有する。代理人は協議会によりこの委員の中から任命され、任務停止及び解任される。 

3. 議長代理人は、企業組織により任命された委員、労働者組織より任命された委員、そしてその他の委員の

グループの中から各1名任命される。但し議長が任命されたグループは除く。  

第１２条 

1. 議長及びその議長代理人の任命期間は最高２年間とし、即座に再度の任命が可能である。 
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2. 議長及び議長代理人は、常に我々及び議長宛の書面にて、退任を申し出ることができる。 

第１３条 

第９条と１０条は、議長及び議長代理人にも同様に適用される。 

§ 4.  執行部 (het dagelijks bestuur) 

第１４条 

1. 次項の場合を除き、協議会は、協議会委員の中から執行部の委員を任命する。 

2. 協議会の議長は、執行部の委員且つ議長であり、議長代理人は、執行部の委員である。 

3. 執行部の構成は、協議会のそれと反映する。 

第１５条 

第９条と１０条は、執行部にも同様に適用される。 

§ 5.  事務次官室（het secretariaat）  

第１６条 

1. 協議会は事務次官室を有し、一般事務次官１人、１人以上の事務次官、及びその他の職員で構成する。 

2. 一般事務次官と事務次官は、雇用扱いとなり、協議会により解雇される。 

3. 協議会は、職員の雇用、解雇、給料、及び他の労働条件についての規定を規則により定める。 

第１７条 

1. 一般事務次官及び事務次官は、自営で企業を営むこと、企業を営む自然人及び法人と雇用関係であること、

並びに自然人若しくは法人のためのいかなる職務に就くことは許されない。ここで言う企業とは、非営利

活動の企業も含む。 

2. 政令により、事務次官職と兼任できない職務に関する更なる規則を定めることができる。 

3. 第１項及び第２項に基づいて制定された規定の遵守を保証するために、政令により規定を定めることがで

きる。 

第１８条 

第１０条は、事務次官室の職員にも同様に適用する。 
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§ 6.  Van de commissies uit het midden van de Raad 評議会委員から選出する委員会 

第１９条 

1. 協議会は特定の題目につき委員会を、評議会委員の中から設立する権限を有する。 

2. 第９条及び第１０条は、この委員会にも同様に適用する。  

第３節  Van de werkwijze 業務作法 

第２０条 

協議会は、出席資格のある委員の出席者が半分に満たない場合は会議を開かない。2度会議の呼出を行ったに

も関らず半分以上の委員が出席しない場合は、それ以降はし出席人数に関らず、召集会議が開かれる。 

第２１条 

協議会の委員は、会議中の発言又は提出書面を基に起訴されることは無い。 

第２２条 

協議会の委員は、何らかの義務に拘束されたり、或いは協議をすること無く、投票を行う。 

第２３条 

協議会の委員は、委員自身、その配偶者、そのレジスタードパートナー、若しくはその第三親等までの血縁関

係者の個人的な事柄の決定に関しての決議の際は、投票を保留する。 

第２４条 

1. 仕事・取引に関する事項は、口頭及び挙手により、人に関する事項は、無記名の書面にて投票をする。 

2. 決議の際に、いずれの委員も評決を希望しない場合は、提案は容認されたとする。 

第２５条 

1. 投票をしなければならない委員の半数以下が投票に参加した場合の投票は無効である 

2. 人に関する事項の投票の際の白紙投票用紙の提出は、投票に参加したと見なされる。 

3. 投票が無効とされた場合は、次回の会議で再度投票が行われる。これは、投票参加人数に関係なく有効で

ある。  

4.  第２０条の第２文目に掲げる会議での投票は、投票参加人数に関らず有効である。 
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第２６条 

1. 各委員に１票与えられる。 

2.  規則の制定には2/3以上の、その他の決議には、投票者数の過半数が必要である。白紙投票は、投票者数

には含まれない。 

第２７条 

1. 全員出席の会議において、投票数が同点の場合、仕事・取引に関る事柄の場合は、議案は否決されたと見

なされ、人に関する事項の場合は、抽選で決める。 

2. 全員出席の会議以外で投票数が同点の場合は、この議題が再度挙がる次回の会議まで決議は持ち越される。

投票数が再度同点の場合は、前項の規定が適用される。 

第２８条 

1. 我々より指名された省は、協議会及び協議会の委員会が開く会議に出席すること、省が指名する人がその

会議へ随行すること、或いはそのような人が省を代表して会議に出席する権利を有する。省及びその代表

者はこれらの会議にて、助言投票権(raadgevende stem)2
を有する。 

2. 前項に掲げる省へ、時宣を得た、前項に揚げた会議通知を行う。 

第２９条 

第２０条から第２７条は、執行部にも同様に適用する。 

第３０条 

協議会は、与えられた任務に必要と判断した場合、助言を求める。 

第３１条 

協議会は、業務方法に関連する追加規定を規則により定めることができる。 

第４節 Van de vervulling van de taak 任務遂行 

第３２条 

1.  協議会は、法律によって協議会へ委ねられた題目の規定の制定に関し、第２条に述べられた任務遂行に必

要であろう規則を定める。 

2. この規則により、規定反則を犯罪行ためとして指定することができる。  
                                                   
2 投票数には含まれない、助言の意味を持つだけの投票権(訳者注) 
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第３３条 

第３２条１項に掲げる規則が誰に対し法的拘束力がある規定を含むことができるかは、法律により定めされる。 

第３４条[廃止01-10-1992] 

第３５条 

協議会は、第２条に述べられた任務遂行事項に関しての権限を、議長、執行部、又は協議会の委員会へ、規則

により委任することができる。但し規則制定の権限、及び第５２条３項に従っての収入・支出の金額を定める

権限は除く。 

第３６条 

協議会は法律により、法律の実行に関して要請された協力をする。追加規定を規則で定めることも要請された

協力の範囲内とされる場合もある。 

第３７条 

協力の要請指示が他に示さない限り、協議会は要請された依頼から生じた権限を、規則により協議会の委員会

へ委任することができる。但し追加規定の制定の権限は除く。 

第３８条 

1. 協議会の判断による緊急理由が無い限り、協議会は、一般的な拘束力を持つ規則の草案を、協議会発行の

産業組織通達誌（Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie）に記載し、それに対しての４週間の書面による

異議の申し立ての機会を設ける。 

2. 協議会による規則制定の協議・決定は、公開で行われる。 

3. 第４７条１項に掲げる協議会の規則は、協議会発行の産業組織通達誌（Mededelingenblad 

Bedrijfsorganisatie）に公布される。承認を要する場合は、承認後に公布される。承認された決定は、公布

の際にその旨を記載する。規則は他に定められない限り、公布翌日から施行を開始する。 

4. 第１項に掲げる規則は、関連する省の承認を必要とする。 

 
第38a条 [後日定める日に施行] 

第３９条 

議長は、協議会を内外ともに代表する。 

第４０条 
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我々が望む場合、協議会は第28条1項に基づき指定された省、協議会に関する全ての事項に関しての情報を与

える。 

第５節.  Van de adviezen van de Raad 協議会の助言 

第４１条 

協議会は、省、上院、若しくは下院からの書面での依頼に基づいて、助言を与える、並びにこの法律の実施及

びその他の社会経済の事項に関しての助言を、省へ自ら行うことができる省が協議会へ助言を仰ぐ場合は、返

答猶予期間をも述べる。第２０条２項、５項、及び６項、同時に第２３条の審議会枠組法（de Kaderwet 

adviescolleges）はこの節には適用されない。 

第４２条 

1. 協議会は、助言作成の準備のために、協議会以外からの人も含めての委員会を設立することができる。 

2. 第９条、１０条、及び第２８条は、この委員会にも、同様に適用する。 

第４３条 

1.  審議会枠組法（de Kaderwet adviescolleges）とは異なり、協議会は、関連ある省からの依頼により特定

の課題のために委員会を設立する。この委員会は、協議会以外からの人も委員になることができ、その構

成はその省との協議の上決まる。 

2. 望まれれば、協議会は助言の際に、前項で設立された委員会と協議する。 

3. 関連する省が委員会に助言を依頼した場合、委員会は直接省にこれを提出する。助言の内容は協議会へ通

知される。 

4. 第９条、１０条及び２８条は、この委員会にも同様に適用される。 

第４４条 

協議会は第４２条及び第４３条に掲げる委員会に、協議会を代表して助言をすることを委任できる。省より明

確に協議会自身からの助言を求められた場合は、このような委任は行われない。 

第４５条 

1. 評議会と委員会の助言は、会議での多数意見に従って作成される。 

2. 助言には、希望があれば多数意見とは異なる言及を入れることができる。 

3. 委員は、助言に関しての会議中に発言された少数意見を助言に組入れることのできる権限を持つ。 
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第６節  Van de geldmiddelen 財源 

§ 1.  Van de begroting 予算 

第４６条 

1. 毎年１０月１日までに執行部は、協議会へ必要な解説及び書面を添えた上、翌年の収入・支出予算案を提

出する。  

2. 予算案は提出されると即座に、事務次官事務所にて誰でも閲覧ができ、及び有料にて一般に入手できるよ

うにされる。 

3. 協議会が予算審議に入る最低２週間前に、閲覧及び入手の情報は公に知らされる。 

第４７条 

協議会は、規則により予算を決定し、社会雇用省（Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid）の承認

を必要とする。 

第４８条 

1. 協議会により決められた予算は11月15日までに、社会雇用省（Onze Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid）へ、承認を得るために提出される。 

2. 年度開始前に承認を得なければならないが、間に合わない場合は、協議会は、社会雇用省の反対が無い分

に関して、予算に挙げられた支出及び収入についての権限を社会雇用省から委任されることができる。 

第４９条 

1. 協議会が、法律により協議会に課せられた支出を予算に組入れるのを拒否する場合、これは社会雇用省に

よって行われる。 

2. 収入枠が十分でなく、協議会が別の収入源を設けない場合、 法律により協議会へ課せられた支出以外の支

出は、収入と支出の均衡を保つために、社会雇用省により削減される。 

 
第５０条[廃止01-10-1992] 

§ 2.  Van het beheer en de rekening en verantwoording 管理及び勘定責任 

第５１条 

協議会の財産及び支出入の管理は、協議会が規則により規定を定めることができるのを条件に、執行部が行う。 
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第５２条 

1. 執行部は、協議会に支出入の勘定の提出をもって昨年分の勘定管理責任を果たす。 

2. 勘定は、それに付随する書類及び執行部の責任を果たすにあたり必要と思われる陳述を添え、年度閉め6

ヵ月以内に、協議会に提出される。勘定は、事務次官事務所にて誰でも閲覧でき、有料にて一般に入手可

能となる。閲覧及び入手については、第3項に示す協議の最低2週間前には、公に通達される。 

3.  協議会は、勘定を点検し、支出入額を定める。協議及び投票は公開される。執行部の委員は、協議に出席

することはできるが、投票はできない。  

4. 協議会の決議は、社会雇用省の同意を必要とする。 

5. 社会雇用省の同意は、証拠書類の虚偽若しくはその他の不整が後日判明した場合を除き、支出入に関連す

る限りで、執行部の義務の放免を意味する。 

第５３条 

協議会は、社会雇用省及び省より指定された専門家に、支出入に関して彼らから要求されたすべての情報を提

供する。希望されれば、帳簿の閲覧もさせる。  

§ 3.  Van de inkomsten 収入 

第５４条 

1. 予算にて承認された支出の財源は下記から得る。  

a. 登記法2007年（de Handelsregisterwet 2007）第49条により徴収される税金に加算税金をすることに

より。 

b. 第66条に掲げる団体に寄付を課すことにより。 

 

2. 社会雇用省の推薦によって、第1項a が適用されない企業及び法人カテゴリーを、政令により指定するこ

とができる。 

第５５条 

1. 協議会は規則により、毎年前項のaに掲げる加算税金を定める。商工会議所（de Kamers van 

Koophandel en Fabrieken）がこの加算税金を、登記法2007年（de Handelsregisterwet 2007）第49

条より定められた税金と同時に協議会のために徴収する。 

2. 協議会は、前項bに掲げる寄付をこの団体が行うのか、 又はどのように寄付額が定められるのかを規則に

よって定める。 
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3. 第1項及び2項に掲げる規則は、社会雇用省の承認を必要とする。 

第７節  Van het toezicht op de Raad 協機会の監視 

第５６条 

1. 協議会の規則若しくはそれ以外の決定が、我々若しくは、該当する省の承認を要する場合で、 それが法若

しくは普遍利益に反する場合、承認は保留される。 

2. 承認に付随する決定若しくは承認延期の決定の時宜を得ない通知は、承認が決定されたという結果にはな

らない。 

第５７条[廃止 01-01-1998] 

第５８条 

協議会、議長、執行部、及び協議会の委員会の決定は、政令により（Koninklijk Besluit）撤回が可能である。 

第５９条 

撤回若しくは延期、延長若しくは延期の取消しの政令は、官報（het Staatsblad）に記載される。 

 
第６０条～第６４条[廃止01-01-1998] 

第６５条 

協議会は、毎年4月1日までに、第28条1項に基づき、我々より指定された省に一昨年の協議会及び第42及び43

条に示す委員会の業務報告を提出する。この報告書には、取り分け協議会に第2章6節で課せられた監視の実施

に関しての調査結果の報告を含む。この報告書は、有料にて一般に入手可能とする。 

第２章.  Van de bedrijfslichamen 産業体 

第１節.  Van de instelling en de taak 設立及び任務 

第６６条 

1. 産業界において（Bedrijfsleven）で特定の産物もしくはグループ産物に関し異なった活動を行う2つ以上の

企業を対象に、公的団体（openbare lichamen）を設立することができ, それを生産組織代表体

（hoofdproduktschappen）若しくは生産管理機構(produktschappen)と名付ける。 

2. 産業界において同じ若しくは同種の活動をする企業を対象に、公的団体を設立することができ、産業組織

代表(hoofdbedrijfschappen)若しくは産業管理機構（bedrijfschappen）と名付ける。 
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3. 企業（onderneming）には、利潤を求めない企業も含まれる。 

4. 生産組織代表体、生産管理機構、産業組織代表体、及び産業管理機構は、この法律及び他の法律、同時に

これらに関する規定に於いて、産業体（Bedrijfslichamen）と表示される。 

第６７条 

産業体設立は、当該の省の推薦をもって、政令により行われる。 

第６８条 

1. 協議会が自らの意思で助言をする以外の場合は、協議会へ、該当する省の産業体設立促進の決定に関して

助言をする機会を、その省より定められた期間内に与えられる。 

2. 設立省令若しくはその変更に関しての助言をする前に、協議会は、自身の判断による該当する企業及び労

働者の代表組織に意見を求める。助言を提出する最低8週間前までに、協議会は助言をするという決定を公

表する。 

第６９条[廃止01-10-1992] 

第７０条 

1. 産業体の解体は、該当する省の推薦をもって政令により行われる。第68条は、同様に適用される。 

2. 産業体解体の政令には、同時に解体に必要な対策用意（Voorzieningen）も含む。解体される産業体の財産

の対策用意に関することも含むことも可能である。 

第７０A条 

1. 産業体設立の際に、既存の産業体が再設立、又は既存の産業体が合併される場合は、設立省令若しくは既

存産業体解体省令によって下記が定められる。 

a. どの産業体が解体され、どの設立規定が撤回されるか。 

b. 既存産業体若しくは第110条に掲げる団体のどの規則がいつまで有効であり続けるのか。 

c. 既存産業体の職員の新産業体への移行、そして彼らの法的地位について。 

d. 既存産業体の義務、権利、財産、及び書類の新産業体への移行について。 

e. 既存産業体が関わっている法的手続き及び 訴訟をどのように処理するか。 

f. 既存産業体によってとられた決定事項に関する責任を新産業体への移行について。 

g. 既存産業体のどの管理業務が新産業体により実行されるか。 

 

2. 産業体設立若しくはその解体に伴い登録物件が移行する場合は、直ちに民法（Burgerlijk Wetboek)第3巻2

章１節24条に掲げる登記所（de openbare registers）に登録されなくてはならない。但し民法第3巻24条1

項は適用されない。 
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第７１条 

産業体は普遍利益に貢献するために設立された企業による産業活動を促進する任務と同時に、その企業及びそ

こで働く職員に共通する利益を助成する任務を負う。 

第２節.  Van de samenstelling en inrichting 組織構成 

§ 1.  Algemene bepaling 一般規定 

第７２条 

1. 産業体は、運営会（een bestuur）議長（voorzitter)、執行部（een dagelijks bestuur）、第88条に基づく運

営会の委員でで構成される委員会（commissies）、及び第88条aに基づくその他の組織(organen)を持つ。

`  

2. この法律に於いて産業体の組織(de organen van de bedrijfslichamen)と示す場合は、この前項に揚げた組織

を指す。 

§ 2.  Van het bestuur 運営会 

第７３条 

1. 産業体の運営会は、企業組織からと労働者組織から同数の委員が任命される。但し特別な事情によりそれ

と異なる設立省令がされた場合は除く。 

2. 設立省令は、企業組織と労働者組織のそれぞれから任命される運営会の委員数を定める。合計人数は最低6

人であること。 

第７４条 

1. 協議会は, 産業体運営会の任期開始前に運営会の委員が選出される企業組織及び労働組織の決定により時

宜を得た指定をする。協議会の判断により企業及び労働者を十分に代表しているとされた完全な権利能力

を持つ組織のみがこの指定の対象になる。協議会は、規則により代表性に関しての規定を定める。 

2. 指定された組織は、同時に任命する各委員の代理人を任命する権利を要する。 

3. 協議会は、運営会委員の及びその代理人の任務着手についての規定を規則により定めることができる。 

4. 第1項及び3項に揚げた規則は、該当する省の承認を要する。 

第７５条 

1. 産業体運営会の委員若しくはその代理人はオランダ居住者に限る。且つ法律に定めるところの選挙の被選

挙権、及びそれらの選挙権を剥奪されていない者に限る。 
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2. 第5条2項、第6条、第7条、 及び第10条は、同様に適用される。 

第７６条 

1. 設立省令で別に規定しない限り、運営会委員及びその代理人は2年毎に同時に退任し、即差に再度の任命が

可能である。  

2. 運営会委員及びその代理人は常に該当する産業体の運営会宛の書面にて退任を申し出ることができる。 

3. 任期期間中に発生した中途退任者の補充として委員若しくは代理委員に任命された者は、その中途退任者

が元より退任すべきであった日に退任する。 

第７７条 

産業体の運営会員及びその代理人はその団体の運営会が規則により定めた規定に基づきその団体の負担にて

報酬を受け取ることができる。その規則は協議会の承認を要する。  

§ 3.  Van de voorzitter  議長 

第７８条 

1. 産業体の議長は政令により、運営会の中から任命、任務停止及び解任される。該当する産業体の運営会は

その件に関しての自身の判断を表明する機会を与えられる。 

2. 議長の任命時の任期期間は運営会の任期期間と同じ、又は残りの任期期間と同じである。議長は即座に再

度の任命が可能である。 

 
第７９条[廃止01-07-1999] 

第８０条 

1. 産業体運営会は自身の委員の中から一人若しくは複数の議長代理を任命することができる。運営会は議長

の任務停止及び解任をすることができる。 

2. 議長代理は、常に議長宛の書面にて退任を申し出ることができる。 

第８１条 

第5条、第6条、第7条、及び第10条は産業体議長及びその代理人に関して、同様に適用される。 

第８２条 

産業体の議長は、運営会の議長でもある。  
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第８３条 

産業体議長及びその代理人は、その団体の運営会が規則により定めた規定に基づきその団体の負担により、報

酬を受け取ることができる。その規則は協議会の承認を要する。  

 

§ 4.  Van het dagelijks bestuur 執行部 

第８４条 

1. 第2項の場合を除き、運営会は自身の委員の中から執行部委員を任命する。運営会は、自身の委員の中から

各執行部委員に対し一人の代理人を任命する権限を持つ。 

2. 運営会の議長は、同時に執行部の議長でもある。 

3. 執行部委員は、運営会と同様の組織構成を持つ。 

第８５条 

第10条及び第77条は、執行部に関して、同様に適用される。  

§ 5.  Van het secretariaat 事務次官室 

第８６条 

1. 産業体は、事務次官室を擁し、１人若しくは複数の事務次官とその他の職員で構成される。 

2. 事務次官は雇用扱いとなり運営会により解雇される。  

3. 運営会は、職員の雇用、解雇、給料、及び他の労働条件についての規定を規則により定める。その規則は

協議会の承認を要する。 

第８７条 

第１０条及び第１７条は、産業体の事務次官室の職員に関して、同様に適用される。  

§ 6.  Van de commissies uit het midden van het bestuur en van de andere organen, bedoeld in artikel 

72, eerste lid 第７２条１項に掲げる、運営会の委員会及びその他の組織 

第８８条 

1. 産業体の運営会は、特定の事項のために運営会の委員の中から委員会を設立する権限を擁する。 

2. 第１０条及び第７７条は、委員会に同様に適用される。  
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第８８a条 

1. 設定省令により、その他の組織団体の設立が可能である。その際にその団体の組織構成も同時に定められ

る。 

2. 第１０条及び第７７条は、その他の組織に同様に適用される。 

Titel III.  Van de werkwijze der organen 組織の業務作法 

第８９条 

1. 第２０条から第２５条は、運営会及び執行部に同様に適用される。 

2.    第２７条及び第２７条は運営会及び執行部に同様に適用される。但し第９０条に掲げる場合は除く。 

3. 議長は、自身が運営会の委員ではない場合、運営会及び執行部の会議にて助言投票権(raadgevende stem)

を擁する。  

第９０条 

1. 産業体運営会の委員数が、労働者組織より任命された人数と、企業組織より任命された人数と同等ではな

い場合、運営会の会議及び執行部の会議にて、少数派組織の各委員は、第７９条１項及び３項、第８０条

及び第８３条に掲げる予算及び社会保障事項についての決定時の投票の際、－事項が社会保障事項である

かどうかの決定も含み－ 他組織に属する運営会委員数を少数派組織に属する委員数で割った数と同数の

投票権を持つ。  

2. 事項が社会保障事項であるかを決める際に前項を適用しての投票数が同点の場合で、且つ企業組織から任

命された委員が、労働者組織から任命された委員と反対意見を示す場合、議長は即座にその事項を協議会

により決断してもらうために提示する。 

3. 産業体運営会が第1項に示すように構成され、規則草案に関しての投票で第１項が適用されない場合に、企

業組織若しくは労働者組織から任命された全員が反対に投票した場合は、提案は却下されたとみなされる。 

第９１条 

1. 該当する省は、省が指名する人物を産業体運営会会議に省代表として派遣する権利を有する。この代表者

はこの会議において助言投票権を有する。 

2. 協議会は、産業体運営会会議に協議会が指名する人物を協議会代表として派遣する権利を有する。 

3. 第１項及び第２項に掲げる代表者に対し第１項に掲げる会議の時宜を得た通知を行う。 

第９２条 
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産業体運営会は、運営会、その他の組織、及び事務次官室の業務作法に関しての更なる詳細の規定を規則によ

り定めることができる。 

Titel IV. Van de vervulling van de taak 任務遂行 

第９３条 

1. 産業体運営会は、第２項に関する題目に関し産業体が更なる規定を定めることができるようにするのが第

７１条に述べられた任務を遂行するのに必要と判断した場合、規則を制定する。 

2. 産業体は設立省令に定められた規定を考慮しつつ、次に掲げる題目若しくはその詳細についての更なる規

定を定める権限を有する。 

– 設立省令にて権限を有することを許されていない以外の題目若しくはその詳細の規定、並びに 

– 法律により他機関に独占的に権限を与えられている以外の規定。即ち； 

a. 企業及びその職員の登録、企業体の任務遂行に必然である場合に限った情報の提供、帳簿及び文書
の閲覧、及び企業の視察に関する規定。 
 

b. 品物の生産、販売、分配、及び使用に関する規定。品物の保存及び加工、並びにサービスの提供に
関する規定も含む。 
 

c. 産業専門開発促進の規定 
 

d. 報酬及びその他の労働契約条件の規定 

 

e. 社会経済及び技術面の調査に関する規定 

 

f. 労働者市場の設備に関する規定 

 

g.  協会及びその他の産業参加者の利益のための協会に関する規定。 
 

 

3.   前項aに掲げる題目に関しての規則は、規則により提供された情報の悪用防止を保証する規則も含む。 

4. 企業の設立、拡大、及び運営停止は、第２項に掲げる題目の中には含まれない。 

5. いかなる規則も市場競争の妨げることは許されない。 

第９４条 

第９３条１項に掲げる規則は、設立省令で別に定めない限り、協議会の承認を要する。規則起案の動機説明を
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規則に添えて協議会へ提出する。 

第９５条 

1. 産業体運営会は、第７１条に述べられた任務の遂行に関して、この若しくはこれ以外の法律により他の組

織へ権限が委ねられた以外の権限を全て有する。 

2. 運営会は規則により、自身の権限を他の団体組織へ委任することができる。 

3. 第９３条１項、第１２６条１項に掲げる規則の制定、それらの規則で規定された題目の詳細規定制定、第

１２４条３項の収入・支出額の設定の権限の委任は不可。規則制定の権限は、規則にて明らかに明示され

た題目の更なる規定制定に関してのみ、委任代理が可能である。 

第９６条 

1. 産業体の組織は、法律若しくは協議会の規則に基づいて要請される協力を行う。 

2. 生産管理機構の組織は、生産組織代表体の運営会（het bestuur van een hoofdproduktschap）の規則に基づ

いて養成される協力を場合行う。 

3. 産業管理機構の組織は（de organen van een bedrijfschap）、生産組織代表体(het bestuur van een 

hoofdproductschap)、生産管理機構(produktschap)若しくは産業組織代表体(hoofdbedrijfschap)の運営会の

規則の基づいて要請される協力を行う。 

4. 協力要請団体は、企業に関する任務遂行に関してのみ、且つ協力を求められる団体がその企業を対象に設

立された場合に限り、規則によりその団体へ協力を要請できる。 

第９７条 

1. 第９６条に掲げる産業体運営会が要請する協力は、更なる規則の制定も含まれる。 

2. 第１項に掲げる規則は他に定めない限り： 

a. 協議会の規則に基づいての協力要請の場合、協議会の承認を要する。 

b. 生産組織代表体、生産管理機構、及び産業組織代表体運営会の規則に基づいての協力要請の場合、その

運営会の承認を要する。 

 

第９８条 

1.    協力要請命令が他に定めない限り、産業体運営会は、協力要請を受けたことによって生じた権限を、規

則により産業体の他の組織へ委任できる。 

2. 協力要請命令が他に定めないがきり、協力要請を受けたことによって生じた更なる規定を規則により定め
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ることのできる権限の委任は不可である。 

第９９条 

1. 協力を要請された産業体の組織が協力を行わない、若しくはその協力が十分でない場合、 

a. 法律による協力要請の場合は、該当する省から補強 

b. その他の場合は、協議会から補強を受ける。 

 

2. この補強供給にかかる費用は、怠慢をした産業体が負う。 

第１００条 

1. 協議会の判断による緊急理由が無い限り、産業体運営会は、第102条に掲げる法的拘束力を持つ規則の草

案を、協議会発行の産業組織通達誌（Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie）に記載し、それに対しての

４週間の書面による異議の申し立ての機会を設ける。 

2. 協議会による規則制定の協議・決定は、公開で行われる。 

3. 第１項とは異なり公開されない草案は、該当の省の承認を要する、その他に関連する省がいる場合はその

承認も要する。 

4. 規則に関連する題目若しくは経済カテゴリーにどの省が関るのかを決める規定を政令により定めることが

できる。 

第１０１条 

1.   協議会の規則と矛盾する企業体運営会の規則規定は、その矛盾が発生した時点から法的効力を失う。 

2. 産業組織代表体、生産管理機構、若しくは生産組織代表体運営会の規則と矛盾する産業体運営会の規則規

定は、その矛盾が発生した時点から法的効力を失う。 

3. 生産組織代表体及び生産管理機構運営会の規則と矛盾する産業組織代表体運営会の規則規定は、その矛盾

が発生した時点から法的効力を失う。 

4. 生産組織代表体運営会の規則と矛盾する生産管理機構運営会の規則規定は、その矛盾が発生した時点から

法的効力を失う。 

第１０２条 

1. 産業体運営会の規則は、この団体の設立の対象となる企業を営む自然人及び法人、同時にこの企業で働く

職員に法的拘束を持つ規定を定めることができる。 

2. ある団体運営会の規則が、設立された団体が対象にする企業に対して行われる行ために限り、どれだけの
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その他の自然人及び法人を法的に拘束する力を持つ規則を定めることができるのかは、設立省令により定

められる。 

第１０３条 

1. 労働契約書の条件が、産業体運営会の法的拘束力のある規則と矛盾する場合、当事者両方には、その労働

契約書の条件ではなく規則の条件が適用される。 

2.  労働契約書の条件に欠陥があり、その事項が産業体運営会の法的拘束力のある規定により規則で定められ

ている場合、当事者両方には、この規則規定が適用される。  

3. 前１項及び２項は、請負仕事の契約、サービス提供の契約、取次店契約、及び集団労働契約書にも同様に

適用される。  

第１０４条 

1. 設立省令が他に定めない限り、規則により下記を規則違反として定めることができる。 

a. 懲戒処置を課すことのできる事実。 

b. 労働及び休息時間に関する規定違反以外に関しての事実を犯罪行ためとして。 

 

2. 犯罪行ためとして指定される事実に関しては、該当する規定の利益を保護するのに必要なときのみ可能で

ある。犯罪行ためとして指定される規則は、該当の省の承認を要する。その他に関連する省がある場合は

その承認も要する。 

3. 規則が遵守されているかの監視は、産業体の決定により定められた人物が負う。この決定は該当の省の承

認を要する。その他に関連する省がある場合はその承認も要する。 

 該当の省は、その他に関連する省がある場合はその省も含み、産業体に監視及び監視方法に関しての指令

を出すことができる。 

4.  第２項及び第３項に関しては、第１００条４項が, 同様に適用される。 

5. 懲戒処置を要求できる権利の時効は２年間である。刑法（het Wetboek van Strafrecht）第７１条１項及び

第７２条は同様に適用される。 

第１０５条 

 [廃止.]  

第１０６条 

1. 産業体運営会の規則で、第１０２条に掲げる人に対し法的効力を持つ規定、第１０４条３項に掲げる決定、
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及び第１１９条に掲げる規定は、協議会発行の産業組織通達誌（Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie）

に公布される。それらが省、協議会、若しくは生産組織代表体、生産管理機構若しくは産業組織代表体運

営会の承認を必要とする場合は、承認後に公布される。承認がされた決定は、公布の際にその旨を記載す

る。述べられる。規則は、他に定められない限り、公布翌日から施行を開始する。 

2. 運営会は、第９３条１項に掲げる規則の存在根拠を、その規則の施行後４年ごとに再考慮し、それに関し

ての決定報告を該当する省へ提出する。 

 
第１６０a条[後日定める日に施行] 

第１０７条 

産業体の議長はその団体を内外ともに代表する 

第１０８条 

産業体は、産業体同士、協議会、若しくは第三者に対し助言機関としての職務を実行することが可能である。 

Titel V.  Van de voorzieningen tot gemeenschappelijke behartiging van belangen van bedrijfslichamen 

産業体に共通する利益の助成に関する対策用意。 

第１０９条 

1. ２つ以上の産業体の運営会は、共通利益の助成につながる対策用意を共同で備えることができる。 

2.    対策用意は、その変更、期間限定されている場合はその延長、並びにその撤回に関する規定も含む。  

3. 対策用意の設定は、その変更及び撤回も含み協議会の承認を要する。  

第１１０条 

該当する産業体の運営会により規則により定められた対策用意は、法人団体の設立も可能である。その際には、

その団体の組織構成、業務作法、財源、権限も同時に定められる。この規則は社会雇用省の承認、他に該当す

る省がある場合はその省の承認を要する。第100条4項は、同様に適用される。 

第１１１条 

1. 対策用意（Voorziening）によって団体が設立された場合、該当する産業体の運営会により、官報に公布さ

れ、同時に下記の事項も記載される。 

a. 対策用意が助成する利益  

b. 参加産業体 

 



129 
 

2. 対策用意が変更、延長、若しくは撤回された場合も同様の公布がされる。 

3.   何人も、承認された対策用意の明細証明を、常に無料で協議会の事務次官室事務所にて閲覧ができ、有

料にてその明細若しくは要約を入手できる。 

第１１２条 

第１１０条に挙げる団体の権限は、該当する団体が有する権限以上は持たない。 

第１１３条 

第１１０条に掲げる規則により団体が設立された場合、その規則により、その団体の運営会だけに、参加産業

体の第93条1項、第126条1項に掲げる規則制定の権限を、委任代理により与えることができる。 

第１１４条 

1. 第１１０条に掲げる団体に関しては、第１０条、第２１条及び第２３条は同様に適用される。 

2. 団体組織の第９１条に掲げる規則制定の会議に関しては、第９１条は同様に適用される。  

第１１５条 

第109条に掲げる用意対策を産業体運営会が必要であると判断した場合で、他の産業体運営会が協力を与えな

い場合、前者の運営会は、協議会へその用意対策の草案の説明をすると共に、その用意対策を強要するように

要請することができる。  

第１１６条 

1. 協議会は、対策用意の草案に関して、該当する産業体運営会から通知を受ける。 

2. 協議会が他の産業体の協力の望ましさを検討する場合、協議会はその産業体の運営会に聞く。 

第１１７条 

第１１５条により課せられた対策用意に関しては、第１０９条から第１１４条までは、同様に適用される。 

Titel VI.  Van de geldmiddelen  財源 

§ 1.  Van de begroting 予算 

第１１８条 

1. 産業体執行部は、毎年１０月１日までに、団体の翌年の収入・支出の予算を、必要であれば注釈と文書を

添えて、運営会へ提出する。 
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2. 予算は、提出されると直ちに、事務次官室事務所にて誰でも閲覧ができ、及び有料にて一般に入手できる

ようにされる。  

3. 運営会が予算審議に入る最低２週間前に、閲覧及び入手の情報は公に知らされる。 

第１１９条 

予算は運営会により規則でもって定められ、協議会の承認を要する。 

第１２０条 

1. 運営会により定められた予算は１１月１５日迄に協議会へ承認のために提出される。 

2. 年度開始前に承認を得なければならないが、間に合わない場合は、協議会は、協議会の反対が無い分に関

して、予算に揚げられた支出及び収入に関しての権限を、該当する団体へ委任することができる。 

第１２１条 

1. 運営会が法律により団体へ課せされた支出を予算に組入れるのを拒否する場合、それは協議会によって行

われる。 

2. 団体の収入枠が十分でなく、その運営会が別の収入源を設けない場合、 法律によりその団体へ課せられた

支出以外の支出は、収入と支出の均衡を保つために、協議会により削減される。 

第１２２条 

協議会は、産業体の予算設定についての規定を規則により定めることができる。 

第122a条 

協議会は、産業体の収入・支出の第一回目の予算に関して、第１１８条１項及び第１２０条と異なり、規定を

定めることができる。 

§ 2.  Van het beheer en de rekening en verantwoording 管理及び勘定責任 

第１２３条 

執行部は、運営会が規則により規定を定めることができるのを条件とし、産業体の財産及び収入・支出の管理

を行う。  

第１２４条 

1. 執行部は、運営会に支出入の勘定の提出をもって昨年分の勘定管理責任を果たす。 

2. 勘定は、それに付随する書類及び執行部の責任を果たすにあたり必要と思われる陳述を添え、年度閉め6
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ヵ月以内に運営会に提出される。勘定は事務次官事務所にて誰でも閲覧でき、有料にて一般に入手可能と

なる。閲覧及び入手については、第3項に示す協議の最低2週間前には、公に通達される。 

3.  運営会は、勘定を点検し、支出入額を定める。協議及び投票は公開される。執行部の委員は、協議に出席

することはできるが、投票はできない。  

4. 運営会の決議は、設立省令にて他に定められない限り、協議会の同意を必要とする 

5. 同意は、証拠書類の虚偽若しくはその他の不整が後日判明した場合を除き、支出入に関連する限りで執行

部の義務の放免を意味する。 

第１２５条 

1. 協議会は、財政、給料、及びその他の職員への報酬の管理の規定、基金の設立も含み産業体の設立の規定

及びその運営会の規則規定制定の権限についての規定を規則により定めることができる。  

2.  産業体の組織は、協議会及び協議会より指定された専門家へ支出入に関して彼らから要求された 
 全ての情報を提供する。希望であれば、帳簿の閲覧もさせる。  
 
第１２５a条 

協議会は、第１２４条１項及び２項の第１節とは異なり、産業体の第一責任及び第一支出入の勘定に関しての

規定を定めることができる。  

§ 3.  Van de inkomsten 収入 

第１２６条 

1.  産業体は規則により、産業体の設立の対象となった企業を運営する人に税金を課すことができる。この

規則は毎年制定される。 

2. 産業体は更に規則により、該当する団体が行う活動に税金を課すことができる。 

3. 設立省令にて、課税についての規定を定めることができる。 

4. 規則によって定められた目的のために別枠の明確な財政的役割を持つ規則を制定する場合、又は草案規則

が、第１００条１項とは違う方法で告知された場合は、第１項に掲げる規定は該当する省の承認を、他に

関連する省がある場合はその省の承認を、同時に必要とする。第１００条４項は、同様に適用される。 

5. 第８９条２項の場合とは異なり、前項に示す規則は、社会保障事項に関することで無い規則に限り、第９

０条に示す方法により制定される。2/3以上の雇用者組織から任命された委員の投票数を必要とする。 

6. 産業体は、第１項に掲げる税金に、完全な権利能力を持つ企業組織の委員に対し、寄付としてこの産業体
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に納められた金額分の税金控除を認めることができる規定を規則により定めることができる。但しこの控

除額は、課税額の半分を超えることは無い。 

7. 第１項、第２項及び第３項に掲げる規則は、協議会の承認を要する。 

第１２７条 

1. 産業体の議長は、第１２６条１項及び２項に基づき団体が支払わなければならない額を、徴収にかかる費

用を加算した上、強制命令にて徴収できる。 

2. 納税者へ最低１０日間以上の支払猶予期間を書面にて勧告してからでないと、徴収は行われない。勧告に

は、納税額と共に、期間内に支払いがされない場合は第１項に掲げる方法で徴収が行われることの旨を記

載する。 

3. 強制命令は強制執行権を持ち、民事訴訟法（het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering）の規定に基づ

いて執行される。  

4. 債務者による強制命令執行の不服申し立ては、召喚状にて該当する産業体の所在地のある裁判所へ行われ

る。 

5. 不服申し立てをした被執行者が、不服申し立ての判決を即座に執行可能にすることの権利を有しない限り、

不服申し立ては強制命令執行の開始及び続行を遮らない。 

6. 不当に課税されている、課税額が正しく計算されていない、又は課税請求文書若しくは勧告を受理してい

ないという理由での不服申し立ては正当として認められない。 

 
第１２７a条[`廃止 01-01-1992] 

Titel VII.  Van het toezicht op de bedrijfslichamen 産業体への監視 

第１２８条 

1. 規則若しくは産業体組織のその他の決定が、該当する省の若しくは協議会の承認を必要とする場合で、法

若しくは普遍利益と反する場合、省の承認は保留される、及び法若しくは第２条に掲げる促進に関しての

普遍利益と反する場合、協議会の承認は保留される。 

2. 承認に付随する決定若しくは承認延期の決定の時宜を得ない通知は、承認が決定されたという結果にはな

らない。 

第１２８a条 

1. 1999年7月1日以降の、且つ第100条3項、第104条2項及び3項、又は第126条4項に基づいたこの条項の施行
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日より以前の産業体の規則若しくは決定は、社会雇用省（Minister van Sociale Zaken）、経済省(Minister van 

Economische Zaken)、農業・自然・食品安全省(Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)の承

認を得た。但し全体共同で、若しくはその中のいくつかの省によって他の省を代表しての承認ではない、

且つこれらの規則若しくは決定は第１００条３項、第１０４条２項若しくは３項、第１２６条４項と異な

り、これらの省が承認の際に関連しなかったという理由のみで、拘束力が無いとはされない。 

2. 前項とは異なり、この条項の施行日以前の、第1項に掲げる根拠により産業体の規則及び決定が拘束力無し

と宣告された取り消し不可能な裁判判決での、当事者への影響結果は保持される。 

第１２９条 

協議会は、第９０条２項に掲げる問題点に関しての裁定をし、その裁定後、8週間以内に通知する。協議会は、

この期間内であれば裁定延期の決定ができる。 

第１３０条[廃止01-01-1998] 

第１３１条[廃止01-10-1992] 

第１３２条 

第97条2項、bに掲げる承認に関しては、第128条が、同様に適用される。生産組織代表体、生産管理機構、産

業組織代表体運営会の承認は、法に違反する場合、又は第71条に揚げられた利益促進に反する場合は保留され

る。 

第１３３条 

産業体の決定は、政令（koninklijk besluit）により撤回が可能である。  

第１３４条 

1. 撤回若しくは延期、延長若しくは延期の取消しの政令は、官報（het Staatsblad）に記載される。 

2. 協議会は、撤回の決定がされる前に、我々より通知を受ける。 

 
第１３５条[廃止01-01-1998] 

第１３６条 

第１２８条、第１３３条、及び第１３４条は、第１１０条に掲げる組織体にも、同様に適用する。 

第１３７条 

1. 産業体は、毎年4月1日までに、一昨年の業務内容、一般的な方針、及び業務方法に関しての報告書を作成
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する。報告書は、協議会及び該当する省へ提出され、有料にて一般に入手可能とする。省は、そのコピー

を国会へ提出する。 

2. 産業体は、望まれれば、協議会及び該当の省へ任務遂行に関しての情報を提供する。協議会及び該当の省

は、任務遂行に当たり必要であると思われる情報及び書類の閲覧を要求できる。 

第３章 附則 

第１３８条 

その他の法人の設立及び参加には、協議会及び産業体は大臣の承認を必要とする。 

第１３９条 

該当する省は、同時に国会に、産業体の成果に関する報告書を4年後に提出する。 

第１４０条 

協議会、産業体、及び第110条により共通の利益のために設立された団体の決定及び行ために対しての異議に

関しては、法律により定められる。 

第１４１条 [廃止01-07-1955] 

第１４２条～第１６０条[廃止01-10-1992] 

第１６１条[廃止16-08-1954] 

第１６２条 

政令により、この法律の円滑な実施のための規定を定めることができる。 

第１６３条 

この法律は産業組織法とする 

第１６４条 

1. この法律は、第１４２条～１４４条、第１４５条第１項、及び第１４６条から第１５９条を除き、施行宣

告の翌日より施行される。 

2. 前項に揚げた項の施行日は、我々が定める。第１４５条第１項、第１４６条、及び第１４７条は、この法

律が施行以降、それぞれ４年、５年、７年間以内に施行される。それぞれの部分的な規則や産業界に関す

る規則に関しての施行日はそれぞれ異なることがある。 

この省令を官報に載せるための指示命令、並びにすべての省、局、機関、及び役人への指示命令は、厳密に実
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施されるものとする。 
 

 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 27 Januari 1950. 

JULIANA 

 De Minister-President,  Minister van Algemene Zaken,  

W. DREES. 

 De Minister van Economische Zaken,  

VAN DEN BRINK. 

 De Staatssecretaris van Economische Zaken,  

W. C. L. VAN DER GRINTEN. 

 De Minister van Sociale Zaken,  

A. M. JOEKES. 

 De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening a.i.,  

VAN DEN BRINK. 

 De Minister van Justitie,  

WIJERS. 

 De Minister van Binnenlandse Zaken  

TEULINGS. 

 De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,  

TH. RUTTEN. 

 De Minister van Financiën,  

P. LIEFTINCK. 

 De Minister van Oorlog,  

SCHOKKING. 

 De Minister van Marine,  

SCHOKKING. 

 De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting,  

J. IN 'T VELD. 

 De Minister van Verkeer en Waterstaat,  

D. G. W. SPITZEN 

 

Uitgegeven de veertiende Februari 1950. 

 

 De Minister van Justitie,  

WIJERS. 

 
 



136 
 

翻訳を読むにあたっての注意 
＊カッコ（ ）内のオランダの単語は固有名詞等であり、その訳については訳者がその意味合いから適当であ

ろうと思われる訳をつけたものであり、場合によれば変更要。 
＊各ページ下の注釈については、訳者独自で付けたものと、原本の注釈と混在する。訳者が付けたものには、

訳者注と記す。） 
 

 

2003年12月19日省令。果物、野菜、及び観賞用作物の繁殖及び加工処理業及

びその取引業分野の企業のための生産管理機構の設立。（園芸生産管理機構設

立省令） 

 

§ 1. 用語定義 

第１条 

この省令において用いられる用語の意義は、次に定めるところによる。 
a. 「法律」：産業組織法(de Wet op de bedrijfsorganisatie)  
d. 「協議会」：社会経済協議会(de Sociaal-Economische Raad) 
c. 「生産管理機構」：園芸生産管理機構（het Productschap Tuinbouw） 
d. 「業界委員会」：法律第 88a条に示す組織 
 

第２条 

1. この省令において、仲立業も用語「取引」の定義に含まれる 

2. この省令において、輸出目的の輸入業（Doorvoer）及び三者間取引（Driehoekhandel）は用語「取引」の

定義には含まれない 

§ 2.  生産管理機構 

第3条 

1. 園芸生産管理機構を設立する 

2. 生産管理機構は下記の企業を対象に設立される 
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a. 果物、野菜、若しくは観賞用作物を栽培する企業 

b. 野菜果物、又はこれらの作物の加工処理企業。但しslaggrondnoten及びコプラに加工処理企業は除く 

c. 下記の取引をする企業 

1º. 果物。但しslaggrondnoten及びコプラは除く 

2º. 野菜。但し野菜の種は除く 

3º. 観賞用作物又はその一部。但し花き作物のvoortkwekingsmateriaal、並びに花き作物、花き苗木生

産物、及び樹木苗木生産物の種は除く 

d. 造園企業 

 

3. 生産管理機構は、第2項に揚げた生産物のせりも対象に設立される。 

4. 用語定義は下記の通りである： 

a. 果物：生果物及び加工処理された果物 

b. 野菜：生野菜、加工処理された野菜、並びに処理加工処理された玉葱、食用きのこ、香辛料、香辛料作

物、消費用香辛料、野菜の種、野菜の苗床、及びイチゴ。エシャロットの苗、玉葱の苗、groen geoogste 

landbouwpeul vruchten, ナッツ, ハーブは除く。 

c. 観賞用作物：球根（bollen）、塊茎、花作物の根茎（voortkwekingsmateriaal 及び種も含む）、 花き

苗木生産物（voortkwekingsmateriaal 及び種も含む）、樹木苗木生産物（voortkwekingsmateriaal 及び

種も含む; 果樹（kleinfruitteeltgewassen、果樹の幹、イチゴ、bos- en hoogplantsoenの苗, 

rozenonderstammen, クリスマスツリーも含む） 並びに経済流通に通用する観賞用野生作物。 

 

5. 生産管理機構はズウトルメール（Zoetermeer）に所在地を置く 

第４条 

生産管理機構の執行部は24名から構成され、下記の様に任命される 

a. het voortkwekingsmateriaal分野の企業のために企業組織から１名 

b. 栽培分野の企業のために、企業組織から６名 

c. せり業（veilingwezen）の分野の企業のために、企業組織から２名 

d. 産業分野の企業のために、企業組織から１名 

e. 取引分野の企業のために、企業組織から５名 

f. 造園分野の企業のために、企業組織から１名 

g. この項に揚げたすべでの企業のために、労働者組織から８名 

 

第５条 

1. 生産管理機構は、下記の事項のための委員会をもつ。 

a. 球根（bollen）、塊茎、花作物の根茎 
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b. 花き苗木生産物 

c. 樹木苗木生産物 

d. 野菜果物 

e. 造園 

f. エネルギー 

 

2. 委員会の委員は、評議会が指名する企業組織及び労働者組織から任命される。協議会の判断により企業組

織と労働者組織を代表する組織と見なされた組織のみが評議会からの指名の対象となる。 

3. 下記の 6 条から 11 条に揚げられた委員会の委員を任命する企業組織と労働者組織は、任命した委員の代
理人を指名する権利を同時に持つ。 
 

4. 委員会の委員の任期期間は、生産管理機構の執行部の委員の任期期間と同じである。 

5. 生産管理機構の議長は同時に委員会の議長でもある。 

6. 委員会は、各それぞれの分野の諮問機関として、執行部により委任された任務を行う。且つ委員会は、執
行部が制定する規則に対し、各自の分野に関しての起案をすることができる。 
 

第６条 

球根（bollen）、塊茎、及び花作物の根茎の委員会は 18名で構成され、下記の様に任命される。 
a. 栽培繁殖材（het uitgangsmateriaal）の分野企業のために: 企業組織から１名 

b. 花き繁殖、花球根のせりの分野の企業のために：企業組織から６名及び労働者組織から３名 

花球根取引の分野の企業のために：企業組織から５名及び労働者組織から３名 

 

第７条 

花き苗木生産物委員会は、18名で構成され、下記の様に任命される。 

   a. 花き苗木分野の企業のために：企業組織から７名及び労働者組織から３名 
   b  .花き苗木生産物卸売業の分野の企業のために：企業組織から２名 

c. 花き苗木生産物小売業の分野のために：企業組織から３名 

この項のb 及びc に揚げた企業のために：労働者組織から３名 

 

第８条 

樹木苗木生産物委員会は１７名で構成され、下記の様に任命される。 

a. 樹木苗木の分野の企業のために：企業組織から５名及び労働者組織から３名 
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b. 園芸センターの分野の企業のために：企業組織から１名 

c. 樹木苗木生産物取引分野の企業のために：企業組織から５名 

  d.  この項のb 及びc に揚げた企業のために：労働者組織から３名 

 

 

第９条 

果物野菜委員会は２３名で構成され、下記の様に任命される。 

a. 野菜果物の栽培の分野の企業のために：企業組織から７名及び労働者組織から６名 

b. 野菜果物加工処理産業の分野の企業のために：企業組織から１名及び労働者組織から１名 

c. 野菜果物の卸売業及び仲立業の分野の企業のために：企業組織から２名及び労働者組織から２ 

d. 野菜果物の小売業の分野の企業のために：企業組織から２名及び労働者組織から２名 

 

第１０条 

造園業委員会は８名で構成され、企業組織から５名及び労働者組織から３名任命される。 

第１１条 

エネルギー委員会は７名で構成され、企業組織から５名及び労働者組織から２名任命される。 

§ 3. 権限 

第１２条 

生産管理機構は、法律第９３条２項の規則若しくは追加規則を制定する権限を要する。但し下記を除く。 

c.  企業組織の専門化促進 

d.  報酬又はその他の労働条件 

e.  社会、経済、及び技術面の研究 

f.  労働者市場の設備 

 

第１３条 

1. 法律第93、119、123、又は126条に揚げた規則の制定に関し、執行部がその規則が、ある委員会の活動分

野であると判断した場合、執行部はその委員会に諮問した後、その規則を制定する。 

2. その他の事項の決定については、執行部がその事項が、ある委員会の活動分野であると判断した場合、執

行部はその委員会に諮問した後、その決定を下す。 

第１４条 
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1. 執行部が適当であると判断した根拠に基づいて、生産管理機構は法律第126条1項に揚げた税金を課す。課

税規則に指定される特定の企業は異なった税率が課せられることがある。2. 特別な用途のための税

金を、生産管理機構の執行部がその用途が適当であると見なした場合、課すことができる。 

§ 4.  その他、附則 

第１５条 

1. 1998年4月17日に評議会の規定によって設立された園芸生産組織は解体される。 

2. 1999年4月17日の規定より設立された園芸生産管理機構が定めた規則及びその他の決議は、この省令によ

って設立される園芸生産管理機構が制定する規則及び省令の施行日に関する決議が定める日まで有効であ

る。 

3. 1998年4月17日に評議会の規定によって設立された園芸生産管理機構の職員、権利、義務、財産目録、及

び書類は、この省令によって設立される園芸生産管理機構に移行される。 

4. 1998年4月17日に評議会の規定によって設立された園芸生産組織によって、又はこれに対しての法的手続

き及び訴訟は、この省令によって設立される園芸生産管理機構によって、又はこれに対してされたものと

見なす。 

第１６条 

この省令の施行日に任期を開始した執行部の委員及び彼らの代理人は、2006年1月1日に退任する。 

第１７条 

この省令は、広報に記載された日から施行する。 
 

第１８条 

この省令は、園芸生産管理機構設立省令とする。 
 

この省令を官報に載せるための指示命令、並びにすべての省、局、機関、及び役人への指示命令は、厳密に実

施されるものとする。 
 
 

's-Gravenhage, 19 december 2003 

Beatrix 

 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,  

A. J. de Geus 
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 De Minister van Economische Zaken ,  

L. J. Brinkhorst 

 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  

C. P. Veerman 

 

Uitgegeven de dertigste december 2003 

 

 De Minister van Justitie ,  

J. P. H. Donner 
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翻訳を読むにあたっての注意 
＊カッコ（ ）内のオランダの単語は固有名詞等であり、その訳については訳者がその意味合いからベストで

あろうと思われる訳をつけたものであるので、必要な場合はそちらで変更してください。 
＊各ページ下の注釈については、訳者独自で付けたものと、原本の注釈と混在する。訳者が付けたものには、

訳者注と記す。） 

 

オランダ王国官報 
2002年号 155  
 

2002年 3月 4日省令。ジャガイモ、花き苗木生産物、野菜果物の卸売業及び

仲立業分野の企業のための産業組織代表体の設立。同時に、ジャガイモ卸売業

及び仲立業産業管理機構、 花き苗木生産物卸売業産業管理機構、野菜果物卸

売業及び仲立業産業管理機構の廃止。（農産物卸売業産業組織代表体設立省令） 
 
 
第 1章：産業組織代表体（Hoofdbedrijfschap）の設立 
§ 用語定義 
 
第 1条 
この省令において用いられる用語の意義は、次に定めるところによる。 
a. 「法律」：産業組織法(de Wet op de bedrijfsorganisatie)  
b. 「産業組織代表体」：農産物卸売業産業組織代表体（het Hoofdbedrijfschap voor de   Agrarische 
Groothandel） 
c. 「委員会」：法律 88a条に示す組織 
d. 「協議会」：社会経済協議会(de Sociaal-Economische Raad) 
 
 
第 2条 
この省令において用いられる用語の意義は、次に定めるところによる。 
 a.「卸売業」：ジャガイモ、花き苗木生産物、野菜果物買入業。種ジャガイモ、及び下記の販売は除く。 

1 ° 小売業者への販売 

2 ° 組織への販売（個人販売に関連するものは除く） 

3 ° 買入物を自らによって運営されている企業若しくは組織に利用する自然人若しくは法人への
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販売 

b.「 種ジャガイモ卸売業」：種ジャガイモの買入業及び小売業者へのその販売、 

又は種ジャガイモの個人への販売も含み、買入物を自ら運営する企業に利用する自然人若しくは法人へ

の販売。 

c.「問屋業」（het bedrijf van commissionair）3：自分の名義又は第三者の名義で、ジャガイモ、花き苗

木生産物、野菜果物の売買契約を結ぶ業、又はせり以外の方法でこれらの契約の成立を仲介する業。 
d.「仲立業」4(het bedrijf van tussenpersoon)：第三者の指示若しくは費用にて、自分の名義でもって、
ジャガイモ、花き苗木生産物、野菜果物の売買契約を結ぶ業、又はせり以外の方法でこれらの契約の成

立を仲介する業。 
e.「栽培取引業」：花き苗木生産物、野菜果物の繁殖栽培業、及びこの条ｂ項に述べられた買入れ業者へ
のこれらの販売。 
f.「企業」：産業管理機構（Bedrijfschap）の対象となる業を運営する企業。 
g. 「企業家」：産業管理機構の対象をなる企業を運営する自然人若しくは法人。 
 
§2 産業組織代表体 
 
第 3条 
1. 農産物卸売業産業組織代表体を設定する。 
2. 産業組織代表体は、下記の事業を営む企業を対象に設立される。 
a.  卸売業。ただし、ジャガイモの輸出を目的とした輸入（ doorvoerhandel）、三者間取引
（driehoekshandel）、仲立業、並びにジャガイモの仕分け、洗浄若しくは蒸かし業は除く。 
b. 国内の卸売業、問屋業、花き苗木生産物の仲立業、栽培取引業、花き苗木生産物の輸出業を営む企業。 
d.  卸売業。輸出を目的とした輸入、三者間取引（driehoekshandel）。新鮮野菜果物の仲立業は除く。
同時に下記も除く。 

１．国内の保存野菜、国内の保存果物、イチジク、ナツメヤシの実の卸売業又は仲立業、又は、 
２．新鮮野菜果物の仕分け、加工、包装業。 

3. 農産物生産物卸売業産業組織代表体は、アールスメール（Aalsmeer）に所在地を置く。 
 
第 4条 
 産業組織代表体の執行部は 7名の委員で構成され、そのうちの 3名は企業組織より、残り 4名は労働
者組織より任命される。 
 
第 5条 
1. 産業組織代表体は、下記の事柄のための委員会をもつ。 
 a. 消費、工業、飼料用ジャガイモ 
 b. 種ジャガイモ 
                                                   
3 日本の「問屋」の定義と完全に一致するものではない。（訳者注） 
4 日本の「仲立業」の定義と完全に一致するものではない。（訳者注） 
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 c. 花き苗木生産物 
 d. 野菜果物 
2. 委員会の委員は、協議会が指名する企業組織と労働者組織にから任命される。 
協議会の判断により企業組織と労働者組織を代表する組織と見なされた組織のみが評議会からの指名の

対象となる。 
3. 下記の 6 条から 9 条に挙げれらた委員会の委員を任命する企業組織と労働者組織は、任命した委員
の代理人を指名する権利を同時に持つ。 
4. 委員会の委員の任期期間は、産業管理機構の執行部の委員の任期期間と同じである。 
5. 委員会の議長は、執行部が委員会からの推薦を受け、委員会のメンバーの中から任命する。各委員会
の委員は、必要であれば、委員会のメンバーの中から議長代理を任命する。 
6. 委員会は、各分野それぞれの分野の諮問機関としての、又執行部により委任された任務を行う。 
 
第 6条 
消費、工業、飼料ジャガイモ委員会は 7 名の委員で構成され、企業組織から 4 名及び労働者組織から 3
名任命される。 
 
第 7条 
種ジャガイモ委員会は 7名の委員で構成され、企業組織から 4名及び労働者組織から 3名任命される。 
 
第 8条 
花き苗木生産物委員会は 9名の委員で構成され、企業組織から 6名及び労働者組織から 3名任命される。 
 
第 9条 
野菜果物委員会は 10名の委員で構成され、企業組織から 6名及び労働者組織から 4名任命される。 
 
§3 権限 
 
第 10条 
産業管理機構は、法律第 93条 2項に揚げられた表題若しくはその構成要素の一部に関する規則若しくは
追加規則を定める権限を要する。ただし、d.の報酬と労働条件の項は除く。 
 
第 11条 
1. 法律第 93、119、123、又は 126条に揚げた規則の制定に関し、執行部がその規則はある委員会の活
動分野であると判断した場合、執行部はその委員会に諮問した後、その規則を制定する。 
 
2.  その他の事項の決定については、執行部がその事項がある委員会の活動分野であると判

断した場合、執行部はその委員会に諮問した後、その決定を下す。執行部が委員会の助言に

従わない場合、その委員会は再度助言をする機会を与えられる。 
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3. 一般資産の（Algemene reserve）使用用途決定のうち、産業組織代表体設立の際の出資金として一
般資産にある株式、又は利息受取、若しくは委員会の運営余剰金の蓄積によるものに関しては、執行部

がその関係委員会に諮問した後、行う。 
 
第 12条 
1. 第 10条に掲げる内、生のジャガイモ、花き苗木生産物、及び、野菜果物の卸売業若しくは仲立業者
に関連する規則に関しては、この規則が、法律第 102条 1項に示す自然人若しくは法人以外の者を、且
つこの者が産業組織代表体の設立の対象となる企業に関する行ためを行う限り、拘束する力を擁するか

を同時に決めることができる。 
2. 企業体(bedrijfslichaam)が 1 項の示す規定にある題目に関して、同様に拘束力を持つ規定を定めた場
合は、この 1項に揚げた規定はこの産業体設立の対象になっている企業には適用されない。 
 
第 13条 
1. 2項に規定されたものも含み、法律第126条1項に基づき産業組織代表体によって課せられる税金は、
各企業の売上高を基に金銭評価若しくは量により定められる。税率は、課税規則によって指定された様々

な企業により異なる可能性がある。尚その課税に追加若しくはその代わりに、すべての企業もしくはグ

ループに同額の税金が課せられることがある。 
2. 特別な用途のための税金を、産業組織代表体の執行部がその用途が適当であると見なした場合、課す
ことができる。 
3. この条の 1項に示す税金は、第 5条に揚げれらた委員会に必要な支出が、 
委員会に関連しているとされた企業を運営する者たちに課せられた徴収金から賄うことができると、産

業組織代表体の執行部が判断した場合、定められる。 
 
第 25条 
産業組織代表体は、1995年制定の記録法に基づく企業体の記録文書の保持を遵守する。 
 
第 3章：附則 
 
第 26条 
ジャガイモの卸売業及び仲立業のための産業管理機構、花き苗木生産物のための産業管理機構、並びに

野菜果物の卸売業及び仲立業のための産業管理機構の設立規定は撤回する。 
 
第 27条 
この省令は、勅令により定められた日から施行する。 
 
第 28条 
この省令は、農産物卸売業産業組織代表体設立省令とする。 
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この省令を官報に載せるための指示命令、並びにすべての省、局、機関、及び役人への指示命令は、厳

密に実施されるものとする。 
 
解説覚書 
 
3. 社会経済協議会助言 
執行部は会報「産業組織」と 1999年 7月 30日の公報に、助言を行う決定を公にした。 
 
助言 
2000年 1月 19日の会議に於いて、執行部は協議会の委任を受け、産業組織法第 67条に基づき、政令に
よって農産物卸売業産業組織代表体を設立し、並びに産業組織法第 70 条 1 項及び 70A 条に基づき、政
令によって上記の現存する 45つの産業管理機構を解体するという趣旨の助言を作成した。助言にはこの

政令によって定められなければならない様々な局面も含まれている。 
 上記に述べたように、園芸種取引産業管理機構は、農産物卸売行産業管理機構には組み込まれずに直

接解体される。それゆえ、助言にあったいくつかの提案に関して、関連のある様々な部分の調整が行わ

れた。 
 
代表性 
付録 Cに記載された組織の代表性は、該当する企業組織は売上をベースに平均約 82％、該当する労働者
組織は平均約 23％である。この組織は、執行部の判断によると、法律第 68 条 2 項に掲げる企業組織並
びに労働者組織の代表組織としての規定を十分に満たしている。 
 
4. 権限 
当事者達は、産業組織代表体を組織する産業管理機構の方針を、大まかなラインで継続させていきたい。

産業組織代表体の権限は、これらの産業管理機構が解体されるまで、これらの権限と連結する。産業組

織代表体は。法律第 93条 2項に基づき、下記の規定を規則として定める権限をもつ。 
a. 企業の登録及びその企業で働いている職員の登録に関する規定、並びに企業体の職務を遂行するにあ
たって必然である場合は、情報の提供、帳簿及び文書の閲覧、及び企業の視察に関する規定。 
b. 品物の生産、販売、分配、及び使用に関する規定。品物の保存及び加工、並びにサービスの提供に関
する規定も含む。 
c. 産業開発の専門化への促進に関する規定。 
e. 社会経済及び技術面での調査に関する規定。 
f. 労働者市場の設備に関する規定。 
g. 基金協会及びその他の産業参加者の利になる協会に関する規定。 
 
                                                   
5 1)Het bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen, 2)He Bedrijfschap voor de Groothandel 

in Bloemenkwekerijproduckten, 3)He Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Groenten en Fruit, 

4)Het Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden. (訳者注) 
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 a と g に記された権限は企業体が機能するためには不可欠である。 
 dは、ジャガイモ疫病菌（phytophthora infestans）対策に関する規則を定めるための法的根拠となる。
現在施行中の、1993年に卸売業産業管理機構及びジャガイモ仲立業によって定められた規則は、目標と
して「ジャガイモ廃棄物、残存物、粗悪品を即座に且つ効果的な方法で無害にし、これらが収穫した新

ジャガの疫病菌の根源とならないようにする。」 
 
 この規則は同時に、補助金給付のための法的根拠となる。 
 この過去数年に渡り、産業管理機構は企業業種内で、その業種に関る個々の企業及びその職員達の共

通利益のためになる様々な活動に対し定期的に補助金を給付した。例えば、一回限り又は数回に渡って

の企画・開発補助金の給付などである。 
この 4 つの産業管理機構の執行部は、産業組織代表体においてもこの方針を継続させたいという意向を
表した。 
 
5. 職員の地位 
 合計 53人の職員が、3つの産業管理機構が合体するにあたり関わっている。この合計の配分は次の通
りである。 
 －ジャガイモの卸売業及び仲立業産業管理機構： 職員 9人 
 －花き苗木生産物の卸売業産業管理機構：職員 30人 
 －野菜果物の卸売業及び仲立業産業管理機構：職員 13人 
 
 合体の決定は、企業審議会法（Wet op de Ondernemingsraden） 35b条 4項に沿って、各職員会議で
助言の際に提示され、そして是認された。 
 
 3つの産業管理機構の再編成とそれに伴う産業組織代表体の設立に際し、これらの産業管理機構の解体
の規則を定めている第 14条から推測されるように、これらの職員の就労的及び法的地位には、影響を与
えない。 
 
6. 組織の是認 
 関連する産業管理機構の執行部委員の任命権がある企業組織と労働者組織はこれらの助言を聞き、こ

の助言を彼らは是認した。 
 
7. 内閣の見解 
内閣は、設立される農産物卸売業産業管理機構に上記に揚げた産業体を組込み、同時にこれらの産業体

の解体を行うという提案は、序文に示したような産業の近代化及び再編成に関しての決定様式に従って

いると判断する。企業体の存続のため及び法律第 88a 条に掲げる委員会が必要としている、それぞれの
産業業種を十分に代表する必要性があり、該当する企業組織と労働者組織はその代表性を根底に有する

べきである。 
 法律第 74a 条に示す組織代表性の規則及びそれに続き制定された企業体代表性の助言法の規準に基に、
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内閣はこの構造改革の根底には、該当する産業業種の企業と労働者の代表性が十分にあると判断する。

2001年 1月 25日付けのこの省令を署名者に送る際の書面において、執行部の事務次官は、この決定は
これ以前に出された組織面に関しての助言にはなんらの影響を与えないと延べた。 
 
 この政令は、農産物卸業売業組織体の設立、同時に 3 つの該当する産業体の解体への助言と一致し、
過去のジャガイモ及び野菜果物の小売業産業組織の解体法に定められた設備と同様、解体時は、通常通

り企業体解体時に定められている設備を完備しなければならない。 
 解体にともなう設備の移行をスムーズにするために、この政令の正式な施行日は社会経済協議会の執

行部によって決められる。 
 
規則 
 
第 1章 産業代表組織体の設立 
 
第 2及び 3条 
 産業組織代表体の活動範囲は、解体される 3 つの産業体のそれと殆ど等しい。産業管理機構を特徴す
る産物は、経済に流通するジャガイモ、花き苗木生産物、及び野菜果物とする。ジャガイモ製品は、利

用目的に関わらずすべてのジャガイモ、消費用の蒸かしたジャガイモも含む。 
 花き苗木生産物は、この生産物に付随する材料、クリスマスツリー、観賞用に経済流通に流す価値の

ある野生の作物、並びに単純作業で作られたドライフラワー製品も含む。 
 野菜果物は新鮮作物に並び、塩漬け、酢漬けも含み新鮮加工したものを含む。 
  
第 4条 
 執行部は、基本規定である法律第 73条 1項と異なり、等比率でなく、7名の委員で構成される。企業
側は労働者側と同様に初めは 4 名としていたが、園芸種取引産業管理機構は産業代表組織体に組み込ま
れないと省令で定められたので、1欠員ができた。当事者達は、実用性を考慮した上、以前に合意した各
業界（ジャガイモ、野菜果物、及び花き苗木生産物）から 1 人の委員という企業側の分配を変更する必
要性は無いとした。労働者側から 4 人の委員を出すという選択は、該当する 3 つの組織の規模を考慮し
た上、そのまま維持される。 
 
第 5条 
 産業組織代表体は、産業組織法第 88a条に基づき、4つの委員会を持つ。 
 a   消費、工業、飼料用ジャガイモ委員会 
 b. 種ジャガイモ委員会 
 c. 花き苗木生産物委員会 
 d. 野菜果物委員会 
a と bに揚げられた委員会は、ジャガイモ卸売業及び仲立業産業体においても活動をしていた。他の２
つの委員会は解体される産業体の関心分野の面で関連している。 
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第 6条から第 9条 
 これらの項は、個々の委員会の構成を規定する。委員会の規模及び構成は、参加を希望する個々の業

界の代表組織の構成を基に決まる。これらの委員会の構成は等比率ではない。この構成には該当する組

織の合意を得ている。 
 
第 10条 
 この項は、産業組織代表体の権限を規定する。dは、該当する雇用者と労働者組織が業界内で集団労働
契約書を定める場合は、適用外とすることが可能である。 
 
第 11条 
 産業組織代表体の執行部は、立法及び該当する委員会が関与する特別業界事項に関する財政面に関し

ての決定を、執行部の決定権限の制約を受けることなく、遵守する。第 3 項は、一般資産と使用目的資
産との関係が定められている。金銭の特別性を考慮し、この項に別に設けられた。この規定の趣旨は、

関係する委員会が、委員会に与えられた一般資産からの金銭の使用用途に関し、諮問されることにある。 
 
第 12条 
 この項には第三者との関係についての規定である。 
  
第 13条 
 課税は売上を金銭評価したもの若しくは売上量を基に課せられる。一般課税金の中から、産業組織法

第 88a条に示す委員会の運営経費は、同時に支払われる。 
 
付録 B 
 
この付録は、2002年 3月 4日の省令（農産物卸売業組織体設立省令）に付随する。 
 
企業組織 
―オランダジャガイモ組織 （Nederlandse Aardappel Organisatie） 
―共同取引のための中央協会 (Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Handel) 
―オランダ野菜果物取引組織(Frugi Veenta)6 
―花き苗木生産物卸売業協会(Vereniging van Groothandelaren in Bloemenkwekerijprodukten) 
 
労働者組織 
―FNV労働連合組合（FNV Bondengenoten）7 
                                                   
6 Frugi Veenta の意味：Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland＝オランダ野菜果物取引組織（訳者注） 
7 Federatie Nederlandse Vakbeweging：小売業、サービス、産業、鉄鋼、交通、などの業界で働く労土砂のための、オラン
ダで一番大きい労働組合。（訳者注） 
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―サービス業労働組合（Dienstenbond CNU）8 
―労働組合（De Unie）9  
 
付録 C 
 
この付録は、2002年 3月 4日の省令（農産物卸売業組織体設立省令）に付随する。 
 
ジャガイモ業界 
―オランダジャガイモ組織(Nederlandse Aardappel Organisatie) 
―共同取引のための中央協会（Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Handel） 
 
合計取引高： 約 800万トン 
会員の取引高： 約 850万トン10 
代表率：約 100％ 
 
野菜果物業界 
―オランダ野菜果物取引組織(Frugi Veenta) 
 
合計取引高：約 169億ギルダー 
会員の取引高：約 129億ギルダー 
代表率：約 76％ 
   
花き苗木生産物業界 
―花き苗木生産物卸売業協会(Vereniging van Groothandelaren in Bloemenkwekerijprodukten) 
 
合計取引高：約 85億ギルダー 
会員取引高：約 60億ギルダー 
代表率：約 71％ 
 
労働者組織 
―FNV労働連合組合（FNV Bondengenoten）11 
                                                   
8 CNV Dienstenbond ：銀行、保険会社、通商業、メディアなどのサービス業界で働く労働者のための組合。（訳者注） 
9 De Unie：産業、サービス業で働く労働者のための組合。（訳者注） 

 
10 この業界の幾人かの会員は、この 2つの組織の両方の会員で或るため、会員の取引高が、業界全体のそれよ

りも高い。 
11 ジャガイモ卸売業及び仲立業産業組織体、野菜果物卸売及び仲立業産業組織体、花き苗木生産物卸売業産業

組織体、並びに園芸種取引産業組織体を代表。 
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―サービス業労働組合（Dienstenbond CNU）12 
―労働組合（De Unie）13 
 
合計労働者数：約 11,200人14 
労働組織会員：約 2600人15 
代表率：約 23％ 
 
 
  

                                                   
12 備考 13を参照（この備考は原文中には見当たりません。訳者注） 
13野菜果物卸売及び仲立業産業組織体及び園芸種取引産業組織体を代表。 
14 正社員労働者の数。経営者やその家族、短期労働者は除く。 
15業界に関連の薄い会員、呼出要員、数時間労働契約者、土曜ヘルパーなどを除いた数字。 
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 ２．業界課税に関する法令 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2009 

(2009年度 花き苗木生産物への園芸生産管理機構による業界税金税金規則)  

 

2008年7月1日園芸組織体運営会決定。2009年度の花き苗木生産物への業界税金の設定。 
（2009年度 花き苗木生産物への園芸生産管理機構による業界税金規則） 
 

園芸生産管理機構運営会： 

産業管理機構法、第95条及び第126条に基づき、 

園芸生産管理機構設立省令、第12条から第14条に基づき、 

2008年5月15日付け、花き苗木生産物委員会へ通知、 

 

決定: 

 

§ 1 Begripsbepalingen 用語定義 

第1条 

1. この規則において用いられる用語の意義は、園芸生産管理機構設立省令（het Instellingsbesluit Productschap 

Tuinbouw）第1条及び2条のそれと同じである。 

 
2.  この規則において用いられる用語の意義は、2007年園芸生産管理機構一般規定規則（de Verordening PT algemene 

bepalingen 2007）第1条1項及び第3条1項のそれと同じである。並びに第3章に述べる作業方法は、この規則にも適用

する。 

 

3.  この規則において用いられる用語の意義は、下記の通りである。 

a.花き苗木生産物（bloemkwekerijproducten）:観賞用作物、花の種（葉、花、又は果実の状態の物も含む。但し下記

は除く） 

1e. winterharde houtgewassen in hun geheel voorzover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen zonder wortels 

en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering 

zijn bestemd;   

2e. voor zover in groene toestand de Japanse azalea's, alsmede variëteiten en hybriden daarvan; 

3e. dahliastekken, begonia- en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen, en 

4e. aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten; 

 

b.挿し穂・接ぎ穂（teeltmateriaal）: 植物及び植物の一部（花の種は除く）で、花き苗木生産物を栽培若しくは繁殖

切花・鉢物 
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させるために使用するもの。 

 

c. 花き苗木生産物及び挿し穂・接ぎ穂の栽培（het kweken van bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal） 

1e. het ter verkrijging van een oogst brengen, hebben of houden in een al dan niet overdekt 

groeimedium van bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal; 

 

2e. het ter bevordering van het verkrijgen van een oogst verrichten van alle wijzen van behandelen, bewerken, 

beschermen, bewaren en verzorgen van bloemkwekerijproducten of 

teeltmateriaal, of 

3e. het oogsten van bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal;  

 

d. 栽培者（kweker）:花き苗木生産物若しくは挿し穂・接ぎ穂を栽培する企業。 

e. 輸入者（importeur）:花き苗木生産物及び挿し穂・接ぎ穂を通関手続を通し輸入する企業。 

f. 売上（omzet）: BTWを加算し、販売請求書により請求する額。 

g. 輸入価格（invoerwaarde）: CIF 価格 

h. 競売（veiling）:花き苗木生産物若しくは挿し穂・接ぎ穂の売買を仲介する組織。 

 

4.花き苗木生産物若しくは挿し穂・接ぎ穂栽培者には第3者によりの栽培される場合も含む。 

 

5. この規則は、他のEU加盟国で産出されオランダで取引される花き苗木生産物及び挿し穂・接ぎ穂には適用され

ない。 

 

§ 2 Heffingsplicht 課税義務 

第2条 

1.  栽培者及び輸入者は、それぞれ自身で栽培した花き苗木生産物、又は挿し穂・接ぎ穂の取引、自身で輸入した

花き苗木生産物、又は輸入挿し穂・接ぎ穂の取引に対し税金が課せられる。 

 

2. 第1項に掲げる課税は、2008年度の環境、研究、品質検査、販売促進、市場調査、同時に生産管理機構の一般費

用を補うために、生産管理機構に納められる。 

 

3. 第1項及び2項に掲げる税金は、次に述べる条項を考慮しつつ、申告納税（Aanslag）の方法で課税される。 

 

第3条 

1. 第2条は、栽培者及び輸入者が、自身で生産した、或いは輸入した花き苗木生産物及び挿し穂・接ぎ穂の取引を

生産管理機構へ申告することにより実施される。 

 

2.  第1項に掲げる申告は、生産管理機構発行の申告用紙によって行われる。申告用紙は、記入時の質問や指示など

の形式を考慮する。 
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§ 3 Grondslag en hoogte 課税対象及び課税率 

第4条  

1. 栽培者若しくは輸入者が納めなければならない税金は、当該課税年度に実現した売上及び合計輸入価格を基準
に計算される。 

 

2. 1項に掲げる課税は、売上に対してのパーセンテージにて算出され、下記の課税率とする。 

a. 花き苗木生産物(花の種は除く) 0.91%;   

b. 挿し穂・接ぎ穂 0. 05%,  

c. 花の種 bloemzaden: 1.00%.  

花の種栽培者への課税額の算出の際、土地ヘクタールごとに€ 3.400の売上があると想定され、その売上は花の種栽

培者が所有する土地面積にあわせて比例する。 

 

3. 競売を通して直接取引される輸入花き苗木生産物又は挿し穂・接ぎ穂の第1項に掲げる輸入価格は、競り落とし

価格とする。 

 

4. 輸入者で： 

a. 自身が輸入花き苗木生産物、又は挿し穂・接ぎ穂を自身が運営する企業で栽培を続けることを証明する者、 

b. この花き苗木生産物又は挿し穂・接ぎ穂が引き続き取引され、そしてその取引に関して税金を支払ったことを証

明する者は、生産管理機構から、花き苗木生産物又は挿し穂・接ぎ穂の輸入時の価格に応じて納められた税金の還

付を受け取る。 

 

5. 花き苗木生産物を取引する企業で、Blumenwerbung に関して納めれらた税金は、生産管理機構から、その分の

還付を受け取る。（Blumenwerbungの価値の0.1％を最高額として）但し下記を証明する者に限る。 

a. 税金を納めたこと、並びに 

b. Blumenwerbungの取引に関し、業界税金が課税されること。  

 

6. 購入した花き苗木生産物を、競売を通し転売したことを証明する売買業者で、この購入及び販売価格に対し業界

税金を納めたことを証明する者は、生産管理機構から販売価格に対し最高0,91%の還付を受け取る。 

 

7. NAK-Tuinbouw16に登録し接ぎ穂・接ぎ木をNAK-Tuinbouwの監視の下で取引していることを証明する栽培者及び輸

入者は、接ぎ穂・接ぎ木の課税率が適用される。 

 

 

8. a. 課税額一部の引き下げを望む企業は、該当する年度の、財務報告書を生産管理機構に提出しなければならない。 

b. 売買業者に対し年間購入花き苗木生産物の課税対象額（Heffingsgrondslag)が€ 11.000.000 以上と生産管理機構よ
                                                   
16 De Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw = オランダ園芸品質協会(訳者注) 
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り確定された場合、 

1. 対象額が€ 0,0 ～€ 11,000,000の場合：0.31%の課税タリフ、 

2. 対象額が€ 11,000,000～ € 50,000,000の場合： 0.21%の低い課税タリフ 

3.    対象額が€ 50,000,000以上の場合：0.11%の低い課税タリフが適用される。 

 

c. 栽培・繁殖業者（teeltbedrijven）に対し自身で栽培した花き苗木生産物（接ぎ穂・接ぎ木は除く）の年間課税対

象額が、が€ 6,000.000 以上と生産管理機構より確定された場合、 

1. 最初の€ 6,000.000までは、0.91%の課税タリフ、そして 

2.  € 6,000,000以上の場合は、0.66%の低い課税タリフが適用される。 

 

d.  還付請求は、会計士宣言書(accountantsverklaring)を添えて、還付に該当する年度終了後、一年以内にされなけれ

ばならない。 

 

9. 2009年度は、上記に揚げた規則に基づく最終生産物に課税された年間徴収額の91分の9の90％を農業卸売花き及

び植物産業組織代表体（het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel Bloemen en Planten＝HBAGBP）に収める。 

 

§ 4 Oplegging en inning 課税及び徴収 

 

第5条 

1. この規則に基づく課税は、該当年度終了後行われ、納税義務者へ納付書が送付若しくは発給されることで徴収さ

れる。 

 

2. 前項とは異なり、納税義務者に想定課税額分を暫定課税とて課すことが可能。この暫定課税はこの規則に従って

課税される額が判明した際に精算する。 

 

第 6条 

入手された情報から、提供された情報若しくは暫定課税額が実際の場合と一致しないことが判明した場合、課税さ

れた額はこの入手された情報を元に見直されたうえ、再度課税される。 

 

第7条 

花き苗木生産物の栽培者及び輸入者は、自身で栽培した又は輸入した花き苗木生産物及び挿し穂・接ぎ木を競売を

通して取引した場合で、当該の競売にて自分の名義で生産管理機構に税金を納めるよう競売者に委任し、そしてこ

の税金が生産管理機構により受領されたとき、この取引に関しての第2条に掲げる義務を遂行したと見なされる。 

 

第 8条 

1. 花き苗木生産物の売り手は、その売り手により栽培された花き苗木生産物の買い手、及び直接更転売される花き

苗木生産物の買い手に対し、課税負担として販売価格に課税される額の0.40％の金額を上乗せする権利を有する。 
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2. 花き苗木生産物の売り手が、前項に掲げる権利を行使する場合、該当買い手は、前項により定められ課せされた

金額を買い手に支払う義務を負う。 

 

3. この規定は、花の種及び挿し穂・接ぎ木の売り手には適用されない。 

 

第9条 

1. この規則の規定により得た情報は、議長若しくは、議長により指名された生産管理機構の事務局の人物に提出さ

れなければならない。 

 

2. これらの情報は、生産管理機構の任務遂行のためだけに利用される。 

 

§ 5 Slotbepalingen 附則 

 

第10条 

この規則は、産業組織規則誌（het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie）に公布された2日後から施行日される。 

 

第 11条 

この規則は、2009年度花き苗木生産物への園芸生産組織業界税金規則とする。（Verordening PT vakheffing 

bloemkwekerijproducten 2009）この規則とそれに付随する解説覚書は、産業組織規則誌に公布される。 

 

Zoetermeer, 1 juli 2008 

De vice-voorzitter, De secretaris, 

A. Bruggeman C. Kuijvenhoven 

 

 

Toelichting 解説覚書 

 

1 Algemeen 一般事項 

園芸生産管理機構（PT）は、産業管理機構法（de Wet op de bedrijfsorganisatie）を基に設立された。園芸生産管理機

構は、園芸業界における企業の普遍利益、同時に、企業及び企業に関連する人々に共通する利益を促進する任務を

負う。園芸生産管理機構は、下記から構成される。 

a. 独立議長（政令により任命） 

b. 園芸業界で活動する企業及び労働者組織から任命される委員。運営会は委員会により補佐される。（委員会は運

営会と同様の組織構成を持つ。） 

 

園芸生産管理機構の設立に対象となった企業には、税金が課税される。その徴収された税金は、下記の事項に使用

される。 

a. 園芸生産管理機構の一般業務（Algemene heffing） 
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b. 特別使用途 (bestemmingsheffingen). 

 

園芸生産管理機構はグループ組織である。 

園芸生産管理機構の業務は、いくつかの幅の広い分野に渡っている。そのうちの例として、下記を掲げる。 

a. （特定の相手を対象にしない）促進販売 

b. 社会研究  

c. 経済研究 

d. 技術研究 

e. 環境事項 

f.  品質事項 

g.    園芸生産管理機構の組織運営費用 

h. その他のプロジェクト 

 

その他に、知識・情報を提供。園芸業界に関連する事項について、政府に助言及び協議を行う。揚げられた業務は、

園芸生産管理機構自身により、又は援助金の交付によって若しくは指令を与えることにより、第3者より遂行される。

園芸生産管理機構は、個々の企業の利潤追求及び助言の任務は負わない。研究結果は、幅広く発表され、園芸生産

管理機構にて入手可能である。 情報の配布は、インターネットを通じても行われる。（www.tuinbouw.nl）業界は、

常に新しい出版物及び発展に関しての情報を与えられる。 

 

2.1 Doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten (neven)effecten van de 

verordening この規則の目的とその2次的作用 

.課税の目的は、一般的な花き苗木生産物の販売拡大である。それより各業者がその恩恵を受けることができる。そ

れはここでは、販売促進、品質事項、研究、環境対策、組織運営費用などの分野における活動の財源を意味する。 

 

資金の用途は前もってではなく、予算を設定する際に、どの活動に使われるのかを決められる。当該税金は、一般

課税（algemene heffing）とする。 

 

課税規則をもって、オランダの花き苗木生産物栽培者、及びそれを第3国から輸入する者は、自身で栽培した花き苗

木生産物及び第3国から輸入した生産物からの売上に対し、課税される。買い手はその税金の一部を負担する。 

この方法により、栽培及び貿易者は税金負担の役割を果たす。 
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主3種の花き苗木生産物には、独自のタリフが適用される。 

  栽培（Teelt） 貿易（Handel） HBAGBP Totaal 

  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

花き苗木生産物 0,51% 0,51% 0,51% 0,31% 0,09% 0,09% 0,91% 0,91% 

挿し穂・接ぎ木 0,204% 0,05% **** **** 0,036% 0,00% 0,24% 0,05% 

花の種 1,00% 1,00% **** **** **** **** 1,00% 1,00% 

 

 

納付金は活動資金に当てられる。正確な金額に関しては、産業組織規則誌に公表された予算を参照する。納付金使

用の際には、HBAGBPとの密な協力を必要とする。費用節約のために、生産管理機構は、さもなくば別途に同じ会

社に課税されるであろう税金を、HBAGBPのために徴収する。これにより該当する業者の事務負担が削減する。 

 

2.2 Nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving 公的規制の必要性 

PT は花き苗木生産業界の全ての企業のために設立された。全ての企業が税金を負担する。それにより費用の負担を

せずに利益を享受する業者の出現を防ぐことができる。（フリーライダー） 

 

このことから判る通り、PTは民間組織ではない。民間組織はその会員のためだけに活動し、普遍利益の追求をしな

い。PTは民間の利益の発展に影響を与えない、並びに個々の企業の個人的な利益のサポートはしない。 

 

2.3 Afweging van private alternatieven 民間レベルへでの実現への考慮 

規則により、全ての栽培及び輸入者に業界税金が課せられる。彼らは、課税額の一部（0.40％）を買い手に負担させ

ることのできる権利を有する。それにより、全ての輸入、栽培、及び貿易者は税金徴収額に貢献する。（この負担は

花の種及び挿し穂・接ぎ木の栽培者には適用されない。） 

 

個々の企業は個別では、販売促進、品質、研究、環境に関する活動の資金を賄うことは難しい。更に、業界は個人

では始められないようなプロジェクト開始することを望んでいる。 

 

2.4 Uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening 規則の実行及び維持 

課税規則の実行及び維持はPTにより行われる。その内容は、納付書の送付、異議の処理、場合によれば控訴手続き

の処理を意味する。他の政府組織は負担を負わない。 

 

2.5 De financiële gevolgen van de verordening 規則による財政的影響 

生産にかかる費用は上昇するが、それと反対に、さもなければ追求されない、或いは実現されない事項に納付金は

使用される。これにより課税と普遍利益追求のプロジェクトへの支出との均衡が保たれる。 

 

2.6 Administratieve lasten 事務負担 

産業体は経済協議会（SER）のコーディネートの元、2004年の事務負担を基準に事務負担削減の提案を作成した。

その結果、事務負担を常に配慮する必要性があると判明。規則の草案及び発行の際は、事務負担をできるだけ少な
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くするようにする。 

 

3 Steunmaatregel 補助対策 

これは、オランダ及び第3国で栽培された生産物に課せられる課税であり、他のEU加盟国からの生産物に課せられる税金

ではない。この補助対策（Steunmaatregel）は2008年に欧州印会より承認を受けた。 
（Nr. N 372/2003） 
 

3.1 De structuur van de heffing 課税構造 

課税額は売上高に対しパーセンテージで決まる。各自の資産の規模に合った貢献がこの方法によって可能になる。

売上が上がると課税額は上がる。売上が下がると課税額も下がる。 

花き苗木生産物は、殆どの場合花の競売により販売され、該当の競り業者が税金を徴収するため、定義された売上

を基本に、税金割引は請求書額から自動的に引かれる。 

この方法により、該当する事業者（競売栽培者）の事務負担を少なくすることができる。 

せりを通さない販売に関しては、申告（aangifte）をもって同等の課税がされる。 

 

3.2 De onderbouwing van de gekozen structuur 選択された方法について 

売上税は、ヘクタールごとの土地規模による課税とは違い、誰にでも影響が均等である。売上がゼロのときは課税

されない。売上が低い場合には低い課税がされ、売上が高い場合は、高い課税がされる。 

 

3.3 De werking naar alle bedrijfsgenoten 全ての業者への適用 

規則は、PT設立対象となる全ての業者へ適用される。 

 

3.4 De becijfering van de opbrengst onder vermelding van de vindplaats in de begroting  

納付額の記載 

正確な金額に関しては、産業組織規則誌（het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie）に公表される予算を参照にする。 

 

3.5 Het algemeen belang van de activiteit 活動の普遍利益 

この規則なしでは、一般的な販売促進が行われない。小中規模の業者は、自身では同時にこのような活動をする財

力が無い。これには特に研究及び環境にやさしい方針などが揚げられる。 

 

3.6 Het sectoraal belang van de activiteit 業界に重要な活動 

花き業界は自身の、業界委員会及び運営会により、納付金の使用途を決め、その選択に応じ予算を立てる。予算は、

課税率を決めるのに決定的な役割を果たす。よって、数年に渡る予想を立てることが、課税額の変動を防ぐために

は重要である。 

 

3.7 Publicatie 公布 

この規則のコンセプトは産業組織通達誌（het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie）に公布される。 
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4 Artikelsgewijze toelichting 条項に関しての覚書 

 

第1条2項 

ここは、2007年園芸生産管理機構一般規定規則を参照する。これにより規則の文章の長さが前年に比べると短くな

った。 

 

第1条3項ｂ 

挿し穂・接ぎ木（Teelmateriaal）の定義には、種子及び植物法（Zaaizaad- en Plantgoedwet）から引用。 

この課税規則の枠に於いては、花の種は、挿し穂・接ぎ木の定義から除外される。 

 

第1条3項ｆ 

損害が発生した請求書、及び総計販売請求価格のうち、購入量に応じてされる割引及びロイヤルティーは、課税対

象額から控除される。その他の控除は不可である。 

 

第1条4項 

栽培者の定義に第3者に栽培をさせることも含むとの規定を導入した。この規定により、契約栽培の場合も含まれる

ことが明確にされる。 

 

第2条 

この条では課税義務が述べられている。課税規則の有効期間は1年であるので、規則が1年しか有効でしかないとこ

とをここで述べている。 

 

第3条2項 

2007年より、デジタルによる情報提供も可能である。 

 

第4条 

この条では、課税ベース及び率が揚げられている。 

 

第4条7項 

挿し穂・接ぎ木の課税は、de NAK-Tuinbouwに登録している栽培者及び輸入者のみに適用される。更に挿し穂・接ぎ

木はde NAK-Tuinbouwの監視下の元取引されなければならない。それ以外の場合は、花き苗木生産物タリフを基に算

出される。 

 

第4条 8項及び9項 

この項では、前年において、別途にされた決定が揚げられている。 

 

第5条から8条 
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この条では、課税及び徴収に関しての規定が揚げられている。通常30日以内に支払わなければならない。 

 

第9条 

PTに提供された情報の保護は保証される。 

 

1999年7月1日より産業管理機構法（De Wet op de bedrijfsorganisatie）は第126条にて課税規則は毎年制定されると揚げ

ている。 

 

これは、新しい課税を意味するのではなく、（上限）タリフを上げるものでもなく、新課税義務のカテゴリーを定め

るものではない。よって該当の課税義務は、事実上変化しない。 

 

Zoetermeer, 1 juli 2008 

De vice-voorzitter, De secretaris 

A. Bruggeman C. Kuijvenhoven 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
 

Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2009 

(2009年度 園芸生産管理機構による樹木栽培生産物への業界税金規則) 

 

2008年7月1日園芸生産管理機構運営会決定。園芸生産管理機構内に於ける樹木栽培生産物業界の企業への課税規定 

（2009年度 園芸生産管理機構による樹木栽培生産物への業界税金規則） 

 
園芸生産管理機構運営会： 

産業管理機構法、第95条及び第126条に基づき、 

園芸生産管理機構設立省令、第12条から第14条に基づき、 

2008年5月8日付け、樹木栽培生産物委員会へ通知、 

 

 
決定 

§ 1. Begripsbepalingen 用語定義 

第1条 

1. この規則において用いられる用語の意義は、園芸生産管理機構設立省令（het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw）第

1条及び2条のそれと同じである。 

 

2. この規則において用いられる用語の意義は、2007年園芸生産管理機構一般規定規則（de Verordening PT algemene 

樹木・多年生植物 
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bepalingen 2007）第1条1項及び第3条1項のそれと同じである。並びに第3章に述べる作業方法は、この規則にも適用する。 

 
3.この規則において用いられる用語の意義は、下記の通りである。 

a. 議長 生産管理機構の議長 

b. 樹木栽培生産物 winterharde en half-winterharde houtgewassen, welke niet 

vervroegd of verlaat zijn, alsmede delen daarvan en voorts vaste 

planten en wortelstokken; 

c. 樹木栽培生産物の栽培 het ter verkrijging van een oogst van boomkwekerijproducten 

brengen, hebben of houden in al dan niet overdekte grond van 

boomkwekerijproducten of van zaden, stekken of ander 

plantmateriaal daarvan, alsmede het ter bevordering van het 

verkrijgen van een oogst van boomkwekerijproducten verrichten 

van alle wijzen van behandelen, bewerken, beschermen, bewaren 

en verzorgen van boomkwekerijproducten, respectievelijk de zaden, 

stekken of ander plantmateriaal daarvan; 

d. 企業 de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin 

het kweken van of de handel in boomkwekerijproducten wordt 

uitgeoefend, met uitzondering van hovenierswerkzaamheden en het 

uitoefenen, anders dan als verzenddetaillist, van de binnenlandse 

kleinhandel; 

e. 販売価格 BTWを加算後の総計販売価格（最終請求書額） 

f. 購入価格 BTWを加算後の総計購入価格（最終請求書額） 

g. heffingsgrondslag: 課税根拠 2009年に取引された販売価格と納品された樹木栽培生産物との差に、

2009年度に仕入した樹木栽培生産物を差し引いた額。この額に、1. 輸送

費、2. 実際に受理していない金額で、帳簿から消されたものを差し引く

ことが可能 

h. jaarmutatie: 年間変化率 全ての世帯の2008年1月における、消費者物価指数の年間変化率 
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§ 2. Heffingsplicht 課税義務 

第2条 

1. 企業者は、生産管理機構の一般費用、更に促進及び市場活動、経済事項、品質及び環境事項、技術研究、並びに情報

提供の財源として、税金を納める義務がある。 

2. 第1項に掲げる税金は、次に述べる条項を考慮しつつ、申告納税（Aanslag）の方法で課税される。 

§ 3. Grondslag en hoogte 課税対象及び課税率 

第3条 

1. 企業者が納めるべき税金は、基本税金€ 60に、下記の課税根拠に対する課税率を基に算出された額を加算した額であ

る。 

a. € 900.000 以下 : 0,52%; 

b. € 900.000以上 € 1.800.000以下 : 0,4%; 

c. € 1.800.000 超 : 0,24%, 

 
 最高課税額は€ 12.523とし、毎年、1月の年間変化率を基に調整される。 

2. 第1項の適用の際で、関連する企業者が、2009年に樹木栽培生産物の仕入を行わなかった場合、この年の購入価格は、

ゼロであったと見なされる。 

§ 4. Oplegging en inning 課税及び徴収 

第4条 

企業者が樹木栽培生産物の取引をし、2009年度花き苗木生産物への園芸生産管理機構による業界税金規則（de Verordening 

PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2009）の規定に基づいて金額がせり卸売市場により徴収された場合は、この金

額は、第2条に基づく税金額の前払い金（立て替え金）として見なされる。 

 

第5条 

入手された情報から、提供された情報若しくは暫定課税額が実際の場合と一致しないことが判明した場合、課税さ

れた額はこの入手された情報を元に見直されたうえ、再度課税される。 
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第6条 

1. この規則の規定により得た情報は、議長若しくは、議長により指名された生産管理機構の事務局の人物に提出さ

れなければならない。 

 

2. これらの情報は、生産管理機構の任務遂行のためだけに利用される。 

§ 5. Slotbepalingen 附則 

第7条 

この規則は、産業組織規則誌（het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie）に公布された2日後から施行日される。 

 

第8条 

この規則は、2009年度園芸生産管理機構による樹木栽培生産物への業界税金規則とする。（Verordening PT vakheffing 

boomkwekerijproducten 2009.）この規則とそれに付随する解説覚書は、産業組織規則誌に公布される。 

  

 

Zoetermeer, 1 juli 2008 

 A. Bruggeman 

 vice-voorzitter  

 C. Kuijvenhoven 

 secretaris  

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2008 

2008年度収穫球根に関する園芸生産管理機構による業界税金規則 

 

2008年3月25日園芸組織体運営会決定。2008年度収穫分に対しての球根栽培者及び取引業者への税金の設定。（2008年度収

穫球根に関する園芸生産管理機構による業界税金規則） 

 

園芸生産管理機構運営会： 

産業管理機構法、第95条及び第126条に基づき、 

園芸生産管理機構設立省令、第12条から第14条に基づき、 

球  根 
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2008年3月8日付け、球根委員会（de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen）へ通知、 

 

決定 

§ 1 Begripsbepalingen 用語定義 

第1条 

1. この規則において用いられる用語の意義は、園芸生産管理機構設立省令（het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw）

第1条及び2条のそれと同じである。 

 

2.  この規則において用いられる用語の意義は、2007年園芸生産管理機構一般規定規則（de Verordening PT algemene 

bepalingen 2007）第1条1項及び第3条1項のそれと同じである。並びに第3章に述べる作業方法は、この規則にも適用する。 

 

3. この規則において用いられる用語の意義は、下記の通りである。 

 

 a.  １．花作物の球根又は塊茎  1. bollen of knollen van bloemgewassen;  

  ２．開花した球根  2. afgebroeide bloembollen;  

  ３．穴を掘った又は切断したヒヤシ

ンス 
 3. geholde en gesneden hyacinten;  

  ４．穴を掘った、切断、ヒヤシンス

を栽培畝又は月単位で取引 
 4. eenjarige bollen van geholde en gesneden hyacinten, voor 

zover verhandeld per bed of per mand;  

  ５．ヒヤシンスの球根で作業用球根

として使用する事を条件で販売さ

れ、その条件が、販売書に記入され

ている事。 

 5. bollen van hyacinten, die zijn verkocht onder uitdrukkelijke 
voorwaarde dat deze zullen worden gebruikt als werkbolIen, in 
welk geval deze voorwaarde op het koopbriefje dient te worden 
vermeld;  

  ６．畑の畝単位又は月単位で６月１

５日の前で販売時期がはじまり取引

されたヒヤシンス、ＺＩＦＴサイズ 

１０の基に定植される、ドライ選別

された物。 

 6. groen te velde per bed of per mand voor 15 juni van het 
kalenderjaar waarin het koopseizoen aanvangt verhandelde 
hyacinten, geplant in de maat onder zift 10, droog gesorteerd;  

  ７．百合の燐片球根  7. schubbollen van lelies;  

  ８．球根栽培のための、前作業素材、

例外として種子 
 8. voortkwekingsmateriaal, voor zover bestemd voor de teelt van 

bloembollen, met uitzondering van zaden;  

 b.  請求書額 :  het bedrag van de factuur, exclusief behandelingskosten en 
exclusief kosten kleinverpakkingsmateriaal;  

 c.  せり卸売市場 :  Hobaho BV, Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale 
(b.a.), en Floralia;  

 d.  ２００８年６月Ⅰ日より２００９年
５月までの期間 

:  de periode van 1 juni 2008 tot en met 31 mei 2009;  

 e.  収穫年:  :  de periode van 1 juni 2008 tot en met 31 mei 2009;  

  
 
4. この規則は下記の場合は適用されない。 

a. オランダへ輸入されその後オランダにて植えられていないことが、購入書の提出により証明できる花球根。 
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b. 畑にある状態で取引がされ、購入者が直接受け容れ、栽培を引き続き行う取引。 

 
§ 2. Heffingsplicht 納税義務 

 

第2条 

1. 花球根の購入者及び販売者は、生産管理機構へ税金を納める。 

2. 税金は、生産管理機構の一般費用、同時に促進及び市場活動、経済、品質、環境事項、技術研究、並びに情報提供の

ための財源として課せられる。 

3. 第1項に掲げる税金は、次に述べる条項を考慮しつつ、申告納税（Aanslag）の方法で課税される。 

 

第3条 

1. 第2条は、購入者及び販売者が、購入した或いは販売した花球根の届出を生産管理機構に行うことにより実行される。 

2. 第1項に掲げる申告は、生産管理機構発行の申告用紙によって行われる。申告用紙は、記入時の質問や指示などの形式

を考慮する 

§ 3. Grondslag en hoogte 課税対象及び課税率 

第4条 

1. 花球根の購入者及び販売者への税金は、取引毎に課税される。 

2. 第1項に掲げる課税額： 

販売者 請求書額の1,3%  

購入者 請求書額の1,0%  

  
 

第5条 

1. 花球根を、せり卸売市場を介して販売する及び販売した者は、取引毎に生産管理機構へ税金を納める義務がある。 

2. 第1項に掲げる課税額は、請求書額の1,3%である。 

3. 第1項に掲げる税金は、販売者より該当するせり卸売市場へ支払われ、そのせり卸売市場が、販売価格に応じての税金
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を生産管理機構のために徴収する。そして、徴収された税金は、直接生産管理機構へ納められる。この支払いにより、

販売者は、第1項に掲げる納税義務を果たす。 

4. 第3項は、必要である場合、第1項に掲げる税金の課税及び徴収を自ら行うという生産管理機構の権限を妨げるもので

はない。 

第6条 

1. 花球根を、せり卸売市場を介して購入する及び購入した者は、取引毎に生産管理機構へ税金を納める義務がある。 

2. 第1項に掲げる課税率は、請求書額の1,0%である。 

3. 第1項に掲げる税金は、購入者より該当するせり卸売市場へ支払われ、そのせり卸売市場が税金を生産管理機構のため

に徴収する。そして、徴収された税金は、直接生産管理機構へ納められる。この支払いにより、購入者は、第1項に掲

げる納税義務を果たす。 

4. 第3項の規定は、必要である場合には、第1項に掲げる税金の課税及び徴収を自ら行うという生産管理機構の権限を妨

げるものではない。 

第7条 

せり卸売市場を介さずに花球根を販売する者は、該当する購入者への花球根販売に対する請求書に、請求書額の1,0%を加

算して請求することが義務付けられる。 

第8条 

1. せり卸売市場を介さずに、栽培者から花球根を購入する者は、取引毎に生産管理機構へ税金を納める義務がある。 

2. 第1項に掲げる課税額は、請求書額の1,0%である。 

3. 第1項に掲げる税金は購入者から該当する販売者へ払われる。その販売者は生産管理機構を代表し関連する課税額を購

入者への請求額に加算する。その後、その徴収された税金は生産管理機構へ納められる 

 

4. この支払いをもって、購入者は第1項に掲げる納税の義務を果たす。第3項の規定は、必要である場合には、第1項に掲

げる税金の課税及び徴収を自ら行うという生産管理機構の権限を妨げるものではない。 

5. 第1項の実施の際は、可能である限り請求書額には、該当する花球根の購入時の市場価値が考慮される。 

第9条 

1. せり卸売市場を介さずに、花球根を販売する者は、取引毎に生産管理機構へ税金を納める義務がある。 
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2. 第1項に掲げる課税額は、請求書額の2,3%である。 

3. 第1項に掲げる税金は、販売者より第8条3項によって購入者から納められた税金とあわせて、生産管理機構へ納められ

る。 

4. この支払いをもって、販売者は第1項に掲げる納税の義務を果たす。第3項の規定は、必要である場合には、第1項に掲

げる税金の課税及び徴収を自ら行うという生産管理機構の権限を妨げるものではない。 

5. 第1項の実施の際は、可能である限り請求書額には、該当する花球根の販売時の市場価値が考慮される。 

第10条 

1. 自身の販売する花球根を花球根の栽培に使用する者は、その花球根に対し生産管理機構に税金を納める義務がある。 

2. 第1項に掲げる課税額は、該当する花球根の販売価値の1.3%である。 

3. 花球根の販売価値は、該当収穫年の平均販売価格を基に、PTより、定められる。 

第11条 

1.  下記を証明する者は、支払った業界税の還付を生産管理機構より受けることができる。 

a.自身にて販売季節に購入した花球根を、同季節に、せり卸売市場を介して転売し、且つ、 

b.この購入及び販売に対して、この規則の規定により課せられた業界課税がせり卸売市場より生産管理機構へ納められ

たこと。 

 
2. De restitutie bedraagt het vakheffingspercentage bij aankoop, vermeerderd met het vakheffingspercentage bij verkoop, 

berekend over het verkoopfactuurbedrag van de bloembollen. 還付される額は、購入時の業界課税に販売時の業界課

税を足し、それを花球根の販売請求書額で割った額である。 

3. 還付申請は、該当する花球根の支払い日より2年以内に、生産管理機構へされなければならない。 

§ 4. Oplegging en inning 課税及び徴収 

第12条 

第5条3項、第6条3項、第8条3項、及び第9条3項に述べた方法で税金義務が果たされていない場合、この規則に基づく税金は、納

付義務のある該当年度終了後に課され、納税義務者に税金納付書の送付がされる。 

第13条 
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入手された情報から、提供された情報若しくは見積額が実際の場合と一致しないことが判明した場合、課税された額はこの入手さ

れた情報を元に見直されたうえ、再度課税される。 

 

第14条 

花球根の購入者及び販売者で、花球根をせり卸売市場を介し取引する者は、この取引に於ける第2条及び第3条に掲げる義

務は、該当せり卸売市場に生産管理機構への納税を委任し、その税金が生産管理機構により受け取られたことにより、果

たしたと見なされる。 

第15条 

1. この規則の規定により得た情報は、議長若しくは、議長により指名された生産管理機構の事務局の人物に提出されなけ

ればならない。 

 

2. これらの情報は、生産管理機構の任務遂行のためだけに利用される。 

 

§ 5. Slotbepalingen 附則 

第16条 

この規則は、産業組織規則誌（het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie）に公布された2日後から施行日される。 

 

第17条 

この規則は、2008年度収穫球根に関する園芸生産管理機構による業界税金規則とする。 

この規則とそれに付随する解説覚書は、産業組織規則誌に公布される。 

  

Zoetermeer, 25 maart 2008 

 A. Bruggeman 

 vice voorzitter  

 C. Kuijvenhoven 

 secretaris  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2009  

2009年度 園芸生産管理機構による造園業者への税金規則 

 

2008年7月1日園芸生産管理機構運営会決定。造園業者への税金設定。 

（2009年度 園芸生産管理機構による造園業者への税金規則） 

 

園芸生産管理機構運営会： 

産業管理機構法、第95条及び第126条に基づき、 

園芸生産管理機構設立省令、第12条から第14条に基づき、 

2008年4月10日付け、造園業務委員会へ通知、 

 

決定: 

§ 1 begripsbepalingen 用語定義 

第1条 

1. この規則において用いられる用語の意義は、園芸生産管理機構設立省令（het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw）第

1条及び2条のそれと同じである。 

 

2. この規則において用いられる用語の意義は、2007年園芸生産管理機構一般規定規則（de Verordening PT algemene 

bepalingen 2007）第1条1項及び第3条1項のそれと同じである。並びに第3章に述べる作業方法は、この規則にも適用する。 

 

3.この規則において用いられる用語の意義は、下記の通りである。 

a.造園業務(hovenierswerkzaamheden):  

het aanleggen, het aanbrengen van wijzigingen in en het onderhouden van siertuinen, begraafplaatsen,groenstroken, parken, 

plantsoenen, landgoederen en openbaar groen in stad en landschap, inclusief werkzaamheden op sportterreinen en in bossen, met de 

daartoe behorende wegen, paden en pleinen in al hun onderdelen, met inbegrip van de voorbereidende en grondwerkzaamheden; 

観賞用庭園、グリーン地帯、公園、小型公園、田舎の大邸宅、公共の緑化施設や風景、の設計並びに管理中の修正を施す、

此れには、スポーツ用グラウンド、森林、に付帯する道路、小通路や小公園の全ての部分、の準備と土木工事が含まれる。 

b. 供給(leveringen):  

de bij de werkzaamheden behorende levering van levende en dode materialen; 

仕事に於いて生物、死物素材の納入も入る。 

 

c.企業者(ondernemer): 

natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin hovenierswerkzaamheden worden verricht; 

造園作業を実施する事業体の法人又は自然人 

d. 売上(omzet):   

het bruto-omzetbedrag van hovenierswerkzaamheden en leveringen over het jaar 2009. 

造  園 
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２００９年の造園作業と納品物の売り上げ総額 

§ 2 Heffingsplicht 課税義務 

第2条  

1. 企業者は、促進及び市場活動、経済事項、品質事項、技術研究、環境事項、情報提供、更に生産管理機構の一般費用を

補うために、税金を園芸生産管理機構へ納める義務がある。 

2. 第1項に掲げる税金は、次に述べる条項を考慮しつつ、査定額（Aanslag）の方法で課税される。 

 

§ 3 grondslag en hoogte 課税対象及び課税率 

第3条 

1. 企業者が納める税金額は、2009年度の売上を基に算出される。 

2. 第1項に掲げる税金は、下記に述べる売上に対しての課税率から算出された額に、基本課税額€ 135を足す。 

 

a. 売上高€ 2.250.000,-以下: 0,031%,の課税率 

但し、売上高€ 45.500以下の場合は、基本課税額のみ課税される。 

b. 売上高€ 2.250.000超、€ 4.500.000,以下=: 0,02%の課税率 

c. 売上高€ 4.500.000超,=: 0,01%. 

3. 下請け業務を行った造園業者は、その下請け業で得た売上を、売上高から除外することができる。なぜなら下請けを依

頼する業者が、下請け業による売上に対しての税金を納める責任があるからである。 

 

§ 4 oplegging en inning 課税及び徴収 

第4条 

入手された情報から、提供された情報若しくは暫定課税額が実際の場合と一致しないことが判明した場合、課税された額

はこの入手された情報を元に見直されたうえ、再度課税される。 

 

第5条 

1. この規則の規定により得た情報は、議長若しくは、議長により指名された生産管理機構の事務局の人物に提出されなけ

ればならない。 

 

2. これらの情報は、生産管理機構の任務遂行のためだけに利用される。 

 

 

§ 5 Slotbepalingen 附則 

第6条 

この規則は、産業組織規則誌（het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie）に公布された2日後から施行日される。 

 

第7条 
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この規則は、 2009年度園芸生産管理機構による造園業者への税金規則とする。（Verordening PT vakheffing 

bloemkwekerijproducten 2009）この規則とそれに付随する解説覚書は、産業組織規則誌に公布される。 

 

Zoetermeer, 1 juli 2008 

De vice-voorzitter, De secretaris, 

A. Bruggeman C. Kuijvenhoven 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2009 

(2009年度 日本への花き苗木生産物輸出に関する園芸生産管理機構による税金規則) 

 

2008年7月1日園芸組織体運営会決定。2009年度の日本へ花き苗木生産物を輸出する企業への課税設定。 

 (2009年度 日本への花き苗木生産物輸出に関する園芸生産管理機構による税金規則) 

 

園芸生産管理機構運営会： 

産業管理機構法、第95条及び第126条に基づき、 

園芸生産管理機構設立省令、第12条から第14条に基づき、 

2008年5月15日付け、花き苗木生産物委員会へ通知、 

 

決定: 

 

§ 1 Begripsbepalingen 用語定義 

第 1条 

1. この規則において用いられる用語の意義は、園芸生産管理機構設立省令（het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw）第

1条及び2条のそれと同じである。 

 

2. この規則において用いられる用語の意義は、2007年園芸生産管理機構一般規定規則（de Verordening PT algemene 

bepalingen 2007）第1条1項及び第3条1項のそれと同じである。並びに第3章に述べる作業方法は、この規則にも適用する。 

 

3. この規則において用いられる用語の意義は、下記の通りである。 

a. 花き苗木生産物（bloemkwekerijproducten） : 2009年度花き苗木生産物への園芸生産管理機構による業界税金 

  規則第1条3項aに述べた生産物。 

b. 納税義務者（heffingsplichtige） : この税金規則により税を課せられる者。 

 

§ 2 Heffingsplicht 納税義務者 

第2条 

日本へ輸出される花きに対して課せられる税金について 
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1. 花き苗木生産物の輸出者は、自身により日本へ輸出された花き苗木生産物に対し、生産管理機構より税金が課せられ

る。  

 

2.  第1項に掲げる課税は、2009年度の日本へ輸出される花き苗木生産物のコントロール費用の資金として、生産管理機

構に納められる。第1項に掲げる税金は、次に述べる条項を考慮しつつ、申告納税（Aanslag）の方法で課税される。 

 

第3条 

1. 第2条の実行のために、花き苗木生産物の輸出者は、生産管理機構により日本へ輸出される花き苗木生産物量がコント

ロールされる際に、生産管理機構へ申告をする 

 

2. 前項に掲げる申告は、生産管理機構発行の申告用紙によって行われる。申告用紙は、記入時の質問や指示などの形式

を考慮する 

 

3. 輸出者が、植物病専門局（de Plantenziektenkundige Dienst）に第1項に示す情報を生産管理機構に提供するよう委任した

場合、第2項に掲げる申告は不要である。 

 

§ 3 Grondslag en hoogte 課税対象及び課税高 

第4条 

1. 課税額は、輸出される花き苗木生産物の第3条に掲げるコントロールの所要時間により決まる。 

 

2. コントロール所要時間は15分単位で計算され、15分に付き€80課税される。 

 

3. 輸出者及び品質管理者の両名は、品質管理者による花き苗木生産物の検査所要時間が15分単位で記載された宣言書に

署名する、 

 

4.  輸出者が、宣言書に署名をしなかった場合は、第5条が適用される。 

 

§ 4 Oplegging en inning 課税及び徴収 

第5条 

入手された情報から、提供された情報若しくは暫定課税額が実際の場合と一致しないことが判明した場合、課税された額

はこの入手された情報を元に見直されたうえ、再度課税される。 

 

Artikel 6 

1. この規則の規定により得た情報は、議長若しくは、議長により指名された生産管理機構の事務局の人物に提出されなけ

ればならない。 

 

2. これらの情報は、生産管理機構の任務遂行のためだけに利用される。 
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§ 5 Slotbepalingen 附則 

第7条 

この規則は、産業組織規則誌（het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie）に公布された2日後から施行日される。 

 

第8条 

この規則は、2009年度 日本への花き苗木生産物輸出に関する園芸生産管理機構による税金規則とする。（Verordening PT 

heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2009） 

この規則とそれに付随する解説覚書は、産業組織規則誌に公布される。 

 

 

Zoetermeer, 1 juli 2008 

De vice-voorzitter, De secretaris, 

A. Bruggeman C. Kuijvenhoven 

 

Toelichting 解説覚書 

1. Algemeen 一般事項 

園芸生産管理機構（PT）は、産業管理機構法（de Wet op de bedrijfsorganisatie）を基に設立された。園芸生産管理機構は、

園芸業界における企業の普遍利益、同時に、企業及び企業に関連する人々に共通する利益を促進する任務を負う。園芸生

産管理機構は、下記から構成される。 

a. 独立議長（政令により任命） 

b. 園芸業界で活動する企業及び労働者組織から任命される委員。運営会は委員会により補佐される。（委員会は運営会と

同様の組織構成を持つ。） 

 

 

園芸生産管理機構の設立対象となった企業には、税金が課税される。納付金は、オランダにての日本へ輸出される花き苗

木生産物の事前検査の費用に使用される。民間レベルではこれを実現することは不可能である。規則の内容は、2007年度

のそれと同じである。できる限り2007年園芸生産管理機構一般規定規則（de Verordening PT Algemene bepalingen 2007）を

参照するようにし、それよりこの規則内の条項数を削減した。 

 

2. Doelstellingen en te verwachten (neven)effecten van de verordening この規則の目的とその2次的作用 

オランダから日本への花き苗木生産物の輸出に関る業者が、できるだけ低費用それを行えるようにするための方策処置に、

納付金は使用される。花き苗木生産物業界での取決め事は、日本への球根及び野菜果物輸出のそれと離して考えることは

できない。日本とオランダの政府間にて、オランダにて日本へ輸送する前に既にコントロールを受けたオランダ産の花き

苗木生産物は、その後は、事実上輸出は問題無しに行われるという取決めをした。 

前述するコントロールシステム無しでは、花き苗木生産物は日本へ輸出できるだろうが、到着時に受入れが認められずそ

の場で破棄しなければならないか、又は送り戻しになる危険がある。 

これは、不必要で余分な費用である。この過剰な余分費用を発生させないために、オランダにて日本人により行われるコ
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ントロールシステムを設定した。それは、複数の目的を持つ。 

 

a. 日本での取引をスムーズにすること。及び 

b. 関係する業者の費用削減。 

予想される効果としては、関係する業者の費用削減が揚げられる。 

 

2.1 Nadere motivering noodzaak publieke regelgeving 公的規制の必要性 

日本・オランダ間の同意無しではこのコントロールの実行は不可能である。 (コントロール無しでは)各業者は、実際に日

本で取引されるのかを前もって知ること無しに、自身の生産物を日本へ輸出しなければならないだろう。生産物が到着時

に受け容れられなければ、不必要な余分な費用が発生する。民法上の根拠に基づく規定は、目下のところ、将来規定の根

拠を他に設定する可能性を排除していない。これは、どのように日本政府がこのシステムを捉えているか、そして政府が、

民法上の根拠に基づく規定を受け容れるかによる。現在のところ、その状況ではない。現在のところ、民法を根拠にして

の規定が定まっていないので、PTの規則という形を持って、公法により定められている。 

 

システムの内容は、コントロールのための訪問時に日本の検査官に同伴することである。 

 

2.2 Afweging van private alternatieven 民間レベルへでの実現への考慮 

日本政府は、現在に至るまで、オランダ政府とのみ取引をしている。（PTは政府機関である。）日本政府は民間企業とは契

約を結ばない。PTはグループ組織として、日本から要求される輸出基準を緩和させる可能性を持つ。 

 

PTは、民間企業の利益追求の補佐の活動をしている。 

 

 

2.3 Uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening 規則の実行及び維持 

課税規則の実行及び維持はPTにより行われる。その内容は、納付書の送付、異議の処理、場合によれば控訴手続きの処理

を意味する。他の政府組織は負担を負わない。 

 

2.4 Financiële gevolgen van de verordening 規則による財政的影響 

毎年システムを利用する該当の企業に対し、経費の負担を依頼する。これには、時間単位で算出される課税方法を選んだ。 

 

2.5 Administratieve lasten 事務負担 

産業体は経済協議会（SER）のコーディネートの元、2004年の事務負担を基準に事務負担削減の提案を作成した。その結

果、事務負担を常に配慮する必要性があると判明。規則の草案及び発行の際は、事務負担をできるだけ少なくするように

する。日本へ花き苗木生産物を輸出する者は、指定の届出用紙に必要事項を記入し、納付用紙が送付される前に提出する。

輸出者が、植物病専門局（de PD）に記入に必要な情報をPTに提出するよう委任した場合は、この届出は不要である。  

 

3 Steunmaatregel 補助対策 

時間単位のタリフは、目的税として見なされる。日本オランダ間で締結された議定書が実施中である。オランダでの輸出
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前のコントロールのシステムは、同様のシステムが、球根及び野菜果実業界においても実施されているのを見ると、園芸

業界にとって重要である。欧州委員会は、システムの融資を承認し、その後LNV17及びSERの承認も得た。援助登録番号は

毎年、nr. 02-40/024/Cの番号で届出される。欧州共同体により、援助対策は以前、nr. SG (96) D 031242 (Pb. 1996, C175)の番

号で承認されている。 

 

3.1 Structuur van de heffing 

税金は、15分単位で課税される。タリフは、15分に付き€ 80である。 

 

3.2 Werking naar alle bedrijfsgenoten 

この規則は、花き苗木生産物の輸出者で、実際にこのコントロールシステムを利用する業者にのみ適用される。 

 

3.3 Becijfering van de opbrengst onder vermelding van de vindplaats in de begroting 納付額の記載 

正確な金額に関しては、産業組織規則誌（het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie）に公表される2009年度PT予算を参照に

する。 

 

3.4 Algemeen belang van de activiteit 活動の普遍利益 

オランダから日本への花き苗木生産物輸出を容易にし、関連する業者の費用をできるだけ低くする。花き苗木生産物業界

での取決め事は、日本への球根及び野菜果物輸出のそれと離して考えることはできない。 

 

3.5 Sectoraal belang van de activiteit 業界活動 

花き業界は自身で、花き苗木生産物委員会及びPTの運営会を代表する組織を通し、どの活動に納付金が使用されるのか決

める。 

 

前述の検査が無ければ、日本への花き苗木生産物輸出はスムーズに運びにくくなり、それにより世界取引輸出の地位が下

がるだろう。 

 

3.6 Publicatie 

この規則のコンセプトは産業組織通達誌（het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie）に公布される。 

 

 

4 Artikelsgewijze toelichting 条項に関しての覚書 

第1条2項 

2007年園芸生産管理機構一般規定規則（de Verordening PT Algemene bepalingen 2007）を参照することにより、定義説明及

び税金の徴収方法に関する多数の条項が載せられていない。 

 

第3条 
                                                   
17 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 農業・自然・食品安全省(訳者注) 
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この条項では、申告をしなければならないことが述べてある。生産管理機構がde PDより情報収集できるのであれば、この

申告は不要である。 

 

第4条 

この条項では、課税対象及び課税高が述べてある。税金は、品質管理者が検査に費やした時間を基に算出される。課税高

は、15分に付きに€ 80である。 

 

第6条 

PTに提供された情報の保護は保証される。 

 

1999年7月1日より産業管理機構法（De Wet op de bedrijfsorganisatie）は第126条にて課税規則は毎年制定されると揚げている。 

これは、新しい課税を意味するのではなく、（上限）タリフを上げるものでもなく、新課税義務のカテゴリーを定めるもの

ではない。よって該当の課税義務は、事実上変化しない。 

 

 

Zoetermeer, 1 juli 2008 

De vice-voorzitter, De secretaris, 

A. Bruggeman C. Kuijvenhoven 
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３．オランダ農業・自然・食品安全省（LNV）の補助金調達関する法規（研究と開発） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

オランダ農業・自然・食品安全省（LNV）の補助金調達に関法規 

TRCZ/2007/388，2007 年 2 月 14 日（法則 LNV-補助金） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

表題５．研究と開発 

§ 1. 革新プロジェクト 

 

2:27 条 補助金の可能な活動 

1.  農業セクター、森林管理セクターの革新的な能力の促進のために LNV は補助金を革新プロジェクトの実

施のために次のものに提供する。 

a. 農業事業体、アグロ－MKB-事業体、森林管理事業体、又は 

b. a に記述された事業体で,共同で事業関連の負担とリスクを共有し、プロジェクトを実施する。 

2.  補助可能な経費が、合計額€10.000 より少ないものには、補助金は交付されない。 

 

2：28 条 適切さによる分類 

LNV 大臣は、Ⅰ：4条に一致するプロジェクトで下記に従するような申請を高く分類する 

a. 更に革新的性格を有するもので； 

b. 更に経済的、技術的見通しがあり、実用的スケールに適応し、また 

c. 他の事業体への適応にも大いなる人々をひきつける魅力がある。 

 

2：29 条補助金受取者の義務 

1. 補助金受取者は、プロジェクトを実施する： 

a. オランダ国で、NLV 大臣の許可を条件として，一部をオランダ国外、そして 

b. 補助金交付法令の交付日より 3年以内に実施する。 

 

2. 補助金受取者は、プロジェクトによりえた知識と情報を、プロジェクトが完成したすぐ其の後に、もし、

補助金交付申請で補助金額の決定2：31条代1項B部分に相当するものを選択していなければ、公開する事。 

 

2:29a 補助金決定申請書の提出  

もし、補助金€125.000 又はそれ以上の金額の補助金交付法令の申請がなされたならば 補助金交付法令に

補助金決定申請が規定され、それに会計証書を付随する 
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2:30 条 補助金可能経費 

次の経費が補助金の資格がある。 

A. 補助金受け取り者の直接プロジェクト実施に関連した従業員の人件費 

B. 補助金事業の第 3者に払われるべき、研究活動、プロセス、チェーンマネージメントと、知識収得、知

的所有権についての経費、それにくわえてに、権利保護事柄、例外としてグループ内での利益値上げのた

めの取引。 

C. 購入した機械、設備の歴史的購入価格を基とした経費、又は、プロジェクト用に計算されたリース期間

を基にした経費、例外として財務経費とグループ内の利益値上げのための取引の最高５０％まで。 

 

2：31 条 補助金高 

1. 補助金最高額： 

a. 補助金可能な経費の€900.000 の 50％又は、補助金可能な経費の€900.000 以上の 25％。 

b. 補助金受取人が、プロジェクトで得た知識、情報を公開せぬ事を選択した場合は、補助金可能な経費の

25％。  

2. 補助金額が最高€1,000,000 に達し。 

 

3．農業事業体が補助金を他の条項で部分的に補助されたプロジェクトの、１：16条 3項を例外として、全て

の補助金額が、補助可能経費の７５％より高くならぬこと。 

 

§２、革新的プロジェクトでの共同作業 

2:32 条 補助金可能な活動 

1. 大臣は、農業事業体同士、森林管理事業体同士、又は、AGRI-MKB-事業体間の共同作業促進のための、革

新プロジェクト実施に、お互いが共同作業するための経費に、補助金を交付する。 

 

2. 農業事業体同士、森林管理事業体同士、agro-MKB-事業体同士が共同作業をし、お互いが共同で負担とリ

スクを共有しプロジェクトを実施することにより補助金が考慮されるものとする。 

 

3. 次のものには，補助金交付がない。 

a. 事業体で、研究、教育、訓練、広報、助言、指導に従事しているもの。 

b. 補助金可能経費が合計額€10.000 以下のプロジェクト。 

c. 3 年以上経過するプロジェクト。 

 

2：33 条 適切さへの分類 

大臣は、Ⅰ：4条に一致するプロジェクトで下記に従するような申請を高く分類する 

a. 更に革新的性格を有するもので； 

b. 更に経済的、技術的見通しがあり、実用的スケールに適応し、また 

c. 他の事業体への適応にも大いなる人々をひきつける魅力がある。 

d. もっと持続的性格を持ったもの。 
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2：34 条 補助金受取者の義務 

1. 補助金受取者は、補助金公布の日より 6ヶ月以内にプロジェクトの実施を始め、3年内に完成さす。 

2. 補助金受取者は、プロジェクトによりえた知識と情報を、プロジェクトが完成したすぐ其の後に、公開

する事。 

 

2:34a 補助金決定申請書の提出  

もし、補助金€125.000 又はそれ以上の金額の補助金交付法令の申請がなされたならば 補助金交付法令に補

助金決定申請が規定され、それに会計証書を付随する。 

 

2：35 条 補助金可能経費 

1. 次の経費が補助金の資格がある。 

a. 補助金受け取者の直接プロジェクト実施に関連した従業員の人件費 

b. 補助金事業の第 3者に払われるべき、研究活動、プロセス、チェーンマネージメントと、知識収得、知

的所有権についての経費、それにくわえてに、権利保護事柄、例外としてグループ内での利益値上げのた

めの取引。 

c. 購入した新又は、中古の機械、設備経費、又は、プロジェクト用に計算されたリース期間を基にした経

費、例外として財務経費とグループ内の利益値上げのための取引。 

d. 共同作業用の組織、設備用経費で、不動産の獲得、ホール賃貸、会議用設備、事務費は、この中に含ま

れている。 

e. プロセス指導者、チェーンマネジャーの経費 

ｆ. 農業、食料，森林管理セクターの新製品の開発、プロセス開発、技術の開発の可能性についての研究

経費、 

g. 新 製品、プロセス、技術、のテストに関連した経費 

h. 不動産の投資の経費 

i. 関連した事業者自身の労働経費 例外は、2：2条冒頭部分の d部分に関連する。 

 

2. 最初の項での経費は、第一項、f部と g部に記述される、新製品、新プロセス、新技術が作成され商業目

標のために適応される前にのみ補助金の考慮に値す。 

 

2：36 補助金額 

1. 補助金は、補助可能費の最高35％となる。 

2. 補助金は、最高€500.000 となる。 
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４．欧州連合理事会会則 単一市場における農産物情報提供及び販売促進活動に関する規則 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Avis juridique important  

32000R2826 

 

Verordening (EG) nr. 2826/2000 van de Raad van 19 december 2000 betreffende 

voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt  

 

官報（Publicatieblad） Nr. L 328 van 23/12/2000 blz. 0002 - 0006 

 

欧州連合理事会規則 (EG) nr. 2826/2000  

2000年 12月 19日 

単一市場における農産物情報提供及び販売促進活動に関する規則。 

欧州連合理事会 

 

欧州経済共同体設立条約、特に第 37条に基づき 

欧州委員会の提案を受け、 

欧州議会の助言を受け、 

経済社会委員会の助言を受け、 

地域委員会の助言を受け、 

次のように検討する。 

 

(1)共同体は単一市場におけるいくつかの農産物の販売促進活動を行うことができる。 

 

(2)予測する市場発展及びこれまでの経験を考慮し、消費者へ必要な全ての情報を提供するために、農産物

及び生産方法、並びに補助的な食料品、― 例えばその特別な出産地のために消費が躊躇されている第三

国からの食料品― の総括的、且つ首尾一貫的な情報提供及び販売促進の方針の必要性が奨励される。 

 

(3)このような政策は、加盟国にて行われている活動の有益な補助及び強化となり得る。特に共同体の消費

者の持つこれらの生産物のイメージ、取り分け食料品及び生産方法における品質、栄養、及び安全面、を

良くするであろう。 

  

(4) 該当する生産物及びセクターの選択の基準、同時に共同体でのキャンペーンで扱うテーマを 
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 設定しなければならない。 

 

(5) プログラムの関連及び目的達成の点から、該当する生産物及びセクターの各々のために、プログ 

ラムの重要点が記述された一般的な方針を含む、ガイドラインの作成をしなくてはならない。 

 

(6) 課題の実施に当たり専門的な知識を要するので、委員会はコミュニケーション専門委員会（een Comité 

van communicatiedeskundigen）又は、専門アシスタントの補助を受けることができるように定めなけれ

ばならない。    

 

(7)財政面の基準を設定しなければならない。提案をする組織と該当の加盟国が共に責任を取り、基本的に

は、共同体の負担は部分的なものであるのが望ましい。例外として、加盟国からの財政援助を受けないほ

うが有益な場合もある。原産地、オーガニック農産物、それに付随するロゴ、ラベル、及びグラフィック

シンボル、― 特に、超遠隔地のために農産物の法律により制定されたシンボル － に関する共同体規

定に関する情報は、最新でかつ的確な情報提供が必須であるので、共同体及び加盟国、若しくはその共同

での財源の責任を負うこともできる。 

 

 

(8) 活動の実施に当たり、最高のコストパフォーマンスを上げるために、この活動を実行する委員会は、

適当な手続きを通じ、必要な組織及び専門知識を持っている組織に請け負わせるできである。 

 

(9)プログラムが順調に実行されているかどうか、並びにどのような影響があるかをチェックするために、

加盟国による的確な監視及び独立団体による結果査定を行う必要がある。 

 

(10) 委員会に与えられた実行権限の実施条件の設定に関する 1999 年 6 月 28 日欧州連合理事会決定

1999/468/EGの第 2条を根拠に、この規則を実施するための対策が定められた。 

 

(11)共同体による活動及び専門技術援助の資金調達に関しての支出は、1999 年 5 月 17 日共同体における

農産物の政策のための資金調達に関する欧州連合理事会規則 nr. 1258/1999の第 1条 2項 e に意味する介

入対策にあたる。 

 

(12)個々のセクターで定められている販売促進の条項は、様々な方法で実施され、且つ何度も変更されて

いる。それにより適用が困難になりつつある。よって、互いに調整及び簡素化し、一つの文章にまとめる

ことが必要である。同時に、現行の個々のセクターにおける、販売促進に関する条項及び規則は撤回され

なければならない。 
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(13) この各々のセクターで施行中の条項及び規則から、この規則により定められる新しい条項への移行が

スムーズに行くように、必要な対策をとらなくてはならない。 

 

下記の規則を定める： 

第 1条 

1.共同体は、共同体の領域内で行われる農産物、その生産方法、及び食料品の情報提供及び販売促進活動

に対し、全額若しくは一部の資金を出す。 

 

2. 第 1項に揚げた活動は、商標とリンクさせてはならないし、消費を駆り立てるための動機として特定の

原産地名を利用してはならない。第 2 条に掲げる活動範囲内に於いて、共同体規定により使用されている

名前に関する場合は、原産地を表示してよい。 

 

第 2条 

第 1項に掲げる活動： 

a) PR(パブリックリレーション)、販売促進、広告、取り分け共同体の視点から見た品質、清潔、食品安全

性、特別な生産方法、栄養及び健康面、ラベル、動物愛護、環境保護などの生産物の内在する特質及び長

所に注目させる活動。 

 

b)共同体の生産物の価値を高めるための情報提供をすることのできる場、例えば、国内若しくはヨーロッ

パ内のイベント、フェアー、展示会への参加。 

 

c)共同体の規定に関連する原産地呼称保護（PDO）、地理的表示保護（PGI）、伝統的特産品保護（GTS）オ

ーガニック栽培の産物、ラベル、及び農産物の法律に沿ってのグラフィックシンボル、－ 特に、超遠隔

地のために農産物の法律により制定されたシンボル－、に関する情報提供活動。   

 

d)共同体規定に関連する特定地域産高品質ワイン、ワインの地理的表示、スピリッツの地理的表示又は伝

統的な表示保持に関する情報提供活動。 

 

e)販売促進及び情報提供活動結果を査定する研究 

 

第 3条 

第 1項に掲げる活動の対象となるセクター若しくは生産物は、下記の基準により選ばれる。 

 

a)品質、特質、特別な生産方法、衛生、栄養健康、環境保護及び、動物愛護の面において、特定のテーマ

を通じ注目させること、又は特定のグループに向けたキャンペーンを行うことの望ましさ。 
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b)消費者への情報提供野のためラベル規定の適用、及び生産物の追跡及び管理のシステムの実施。 

 

c)特定のセクターにおける、特定若しくは短期の困難の解決の必要性。 

 

d) PDO、PGI、GTS及び、オーガニック栽培生産物の共同体規定の意味を説明することの望ましさ。 

 

e)特定地域産高品質ワイン、ワインの地理的表示、スピリッツの地理的表示又は伝統的な表示保持に関す

る情報提供活動の共同体規定の意味を説明することの望ましさ。 

 

   第 4条 

1. 2年毎に、委員会は第 13条の手順に沿って、第 3条に掲げるテーマ及び生産物のリストを作成する。必

要であれば、同様の手順により途中でもリストの変更が可能。 

 

2.第 1 項に掲げるリストの作成の前に、委員会は、農産物の品質及び健康助言委員会内の農産物販売促進

常駐グループに助言を求めることができる。 

 

第 5条 

1. 対象となる各セクター若しくは各生産物のために、委員会は第 13条 2 項に掲げる手続きに沿って、販

売促進及び情報提供プログラムの提案に合ったガイドラインを含む方針を設定する。 

 

2. 第 1項に掲げる方針の作成にあたり、委員会は、農産物の品質及び健康助言委員会内の農産物販売促進

常駐グループに助言を求めることができる。 

 

3.ガイドラインは、取分け下記の一般情報を含む。 

a)目的及びその対象 

b)選択した対策と関連するテーマ 

c)採られる対策の種類 

d)プログラムの期間 

e)各市場別及び対策の各種類別による共同体からこのプログラムへの可能融資額の分配指数。 

 

第 6条 

1.第 2条 a, b 及び d に揚げられた活動, 並びに第 5 条に掲げるガイドラインの実行に向けて、該当す

るセクターを代表する業界組織のために、入札により選ばれた適当な実行機関との協力を得て、最長 36ヶ

月間の販売促進及び情報提供プログラムを設定する。このプログラムは、該当する一カ国若しくは数カ国
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を対象とし、その国（国々）は、プログラム査定のための詳細基準を設定する。プログラムは、ヨーロッ

パレベルの組織若しくは、一カ国若しくは数カ国で構成する組織での活動を目的とし、後者組織の方が好

ましい。 

 

2.該当の加盟国は、プログラムが適当であるか、又はプログラム自体並びに推薦された実行機関が、この

規則の規定、同時にこのプログラムに適用されているガイドライン及び条件を満たしているか調査する。

この加盟国は、該当するプログラムが、融資に見合う価値があるのかチェックするこのチェックの後、こ

の加盟国は融資可能な範囲で、選択したプログラムと組織の暫定リストを作成し、このプログラムの費用

を自身が融資することを決定する。 

 

3.加盟国は、委員会へ選択したプログラムと組織の暫定リストを、そのプログラムのコピーも添え、通知

する。 

 

提示されたプログラムが共同体の規定及びガイドラインにそぐわないと委員会が判断した場合、決められ

た一定の期間内に、委員会は、該当のプログラムへの全額もしくはその一部の融資が行われない旨を加盟

国へ通知する。この期間が過ぎた後は、プログラムへの融資は行われると見なされる。 

 

加盟国は、委員会がこの期間内に行う発言に注意を払わなければならない。この期間が過ぎた後に、加盟

国は採用されたプログラムの最終決定リストを作成し、直ちに委員会へ送付する。 

 

委員会はできるだけ早く、選択されたプログラムとその予算を、第 13条に掲げる管理委員会 へ知らせる。 

 

第 7条 

1.第 2条 c に掲げる活動の実施のために、各当該加盟国は、委員会のガイドラインに沿って基準を設定し、

公開入札の方法にて、加盟国も融資を行うプログラムの実行の役目を負う組織を選ぶ。 

 

2. 加盟国は、採用されたプログラムを、プログラムの内容、プログラムとその選ばれた組織がこの規則と

該当するガイドラインに沿っているかどうか、並びに、融資に見合う価値があるかの判定、十分に動機付

けされた助言と共に、委員会へ通知する。 

 

3. 委員会によるプログラムの調査、及び加盟国によるプログラムの最終承認の際には、第 6条 3項の第 2、

第 3、及び第 4のパラグラフが適用する。 

 

第 8条 

1.第 5 条に掲げるガイドラインの設定のために、独立コミュニケーション専門委員会（een Comité van 
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communicatiedeskundigen）又は、専門アシスタントの補佐を委員会は受けることができる。 

  

2. 委員会は、公開入札若しくは事前入札によって、 

a) 第 1項に掲げる専門アシスタント契約者を選ぶ。 

b) 第 6条及び第 7条に基づいて実施される活動結果を判断の任務を負う組織を選ぶ。 

 

第 9条 

1.共同体は、下記の融資を行う： 

a) 第 2条 e に掲げる活動：全額、 

b) 第 2条に掲げるその他の販売促進及び情報提供活動:一部, 

 

2.第 1項 bに掲げる共同体の融資は、活動の実費額の 50%を超えてはならない。 

 

第 4項に関らず、該当する加盟国は、20%の第 2項に掲げる活動の実費を融資する。残り部分の必要な資

金は、活動の提案をした組織からされる。 

加盟国及び・若しくは職業・業界組織よりの融資の一部は、Parafiscal Chargeから調達しても良い。 

 

3.十分な動機付けされた共同体にとって有益なプログラムで或る場合は、第 13 条 2 項の手続きに沿って、

提案をした組織が共同体より融資をされていない部分に関しての負担をするという決定をすることができ

る。 

 

4.第 7 条に揚げた活動に関しては、該当する加盟国は、共同体より融資されていない部分の負担を負う。 

加盟国が負担しなければならない部分の財源は、Parafiscal Chargeから調達しても良い。 

 

第 10条 

1.第 6条 1項及び第 7条 1項に掲げる活動の実施を行う組織は、このプログラムをヨーロッパレベルで考

えることと共に、該当する生産物及び市場分野の評価手段、同時に活動の効率的な実施に必要な手段を持

たなくてはならない。 

2.該当する加盟国は、第 9条 1項 aにおける活動以外の監視と支払いの責任を負う。 

 

第 11条 

第 1条に掲げる活動における共同体による融資と関係する出費は、規則(EG) nr. 1258/1999第 1条 2項 e

に意味するところの介入と見なされる。 

 

第 12条 
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この規則の実施規定は、第 13条 2項の手順によって定められる。 

 

第 13条 

1. Verordening nr. 136/66/EEG(6)第 37条を根拠に設立されたオイル及び油管理委員会（Comité van beheer 

voor oliën en vetten）及び農産物のための共同市場管理の規定がある他の規則の条項を根拠に設立された

管理委員会による補佐を、委員会は受ける。この両委員会は共に行動する。 

 

2.この条項を参照するときは、決定（Besluit） 1999/468/EG.第 4条及び第 7条が適用する。決定（Besluit） 

1999/468/EG、第 4条 3項に掲げる期間は、一ヶ月とする。 

 

第 14条 

2年度毎、第一回目は、2003年 12月 31日より前に、委員会は、評議会と欧州議会へ、この規則の実施に

関しての、取分け選択されたプログラム及び支出金の状態、場合によれば適当な提案を添えて、報告を行

う。 

 

第 15条 

1. De volgende bepalingen worden ingetrokken:下記の規定は撤回される。 

(a) Article 11 of Council Regulation 136/66/EEC of 22 September 1966 on the establishment of a    common 

organisation of the market in oils and fats (1), 

(b) Article 2 of Council Regulation (EEC) No 1308/70 of 29 June 1970 on the common organisation   of the 

market in flax and hemp (2), 

(c) Article 20(4) of Council Regulation (EEC) No 3763/91 of 16 December 1991 introducing specific measures 

in respect of certain agricultural products for the benefit of the French overseas departments (1), 

(d) Articles 1 and 2 of Council Regulation (EEC) No 1332/92 of 18 May 1992 introducing specific  measures 

for table olives (2), 

(e) Article 31(4) of Council Regulation (EEC) No 1600/92 of 15 June 1992 concerning specific measures for the 

Azores and Madeira relating to certain agricultural products (3), 

(f) Article 26(4) of Council Regulation (EEC) No 1601/92 of 15 June 1992 concerning specific measures for the 

Canary Islands with regard to certain agricultural products (4), 

(g) the second indent of the second paragraph of Article 1 and the second subparagraph of Article 2(1) of 

Council Regulation (EC) No 399/94 of 21 February 1994 concerning specific measures for 

dried grapes (5), 

(h) Article 54 of Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on the common organisation of the 

market in fruit and vegetables(6), 

(i) Article 35(5) of Council Regulation (EC) No 1493/1999 of 17 May 1999 on the common  organisation of the 

market in wine (7). 
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2. In Regulation (EC) No 399/94 the words ‘and the promotion’ and ‘(d) and (e)’ shall be deleted from the first 

paragraph of Article 1 and Article 2(2) respectively. 

 

3. Council Regulations (EEC) No 1195/90 of 7 May 1990 on measures to increase the consumption and 

utilisation of apples (8),(EEC) No 1201/90 of 7 May 1990 on measures to increase the 

consumption of citrus fruit (9), (EEC) No 2067/92 of 30 June 1992 on measures to promote and market quality 

beef and veal (10), (EEC) No 2073/92 of 30 June 1992 on promoting consumption in the Community and 

expanding the markets for milk and milk products (11), (EC) No 2275/96 of 22 November 1996 introducing 

specific measures forlive plants and floricultural products (12) and (EC) No 2071/98 of 28 September 1998 on 

publicity measures on the labelling of beef and veal 

(13) shall be repealed. 

 

4.この規則の実施以前に、決定された販売促進及び情報提供プログラムは、前項に述べた規定、条項、及び

規則が引続き適用される。 

 

第 16条 

委員会は第 13条 2項の手続きに沿って、第 15条に掲げる条項がこの規則へ移行する際、容易に運ぶため

の必要な対策を設置する。 

 

第 17条 

この規則は、Official Journal of European Communities (共同体の官報) に公布された 7日後から施行開始

する。 

 

2001年 1月 1日をもって適用する。 

 

この規則は、全ての詳細規定も含み各加盟国を拘束する力があり、各加盟国へ直接適用される。 

 

2000年 12月 19日ブリュッセルにて 

欧州連合理事会 

議長 

J. Glavany 
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3. 各関連団体の補足資料等 
 
調査先名 

日本語名：オランダ農業・自然・食品安全省（LNV） 
正 式 名：Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
（Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality ） 

○ オランダ農業・自然・食料省の概要 

オランダ農業・自然・食料省の組織は、大きく分けて①ＳＴＡＦ部門、②方針部門、③実施部門に別

れている。②の方針部門は、（Ａ）工業と商業部門、（Ｂ）国際部門、（Ｃ）専門知識部門、（Ｄ）農

業部門、（Ｅ）自然部門、（Ｆ）田園地帯部門、（Ｇ）地域問題、（Ｈ）漁業部門、（Ｉ）食品品質部

門、（Ｊ）動物健康部門に分かれている。 

LNV には、観賞用作物用の専門部門は無い。それぞれの部門に、観賞用作物に関連した事項がある。 

 

○農業政策の基本概念 

オランダの農業政策は EU 共通農業政策を基本としつつ、オランダ独自の政策として、干拓事業による

農地造成と効率的な農業経営のための区画整理を中心とする構造政策が行われてきた。   

 ＬＮＶは、1995 年、「変化と再生(Change and Renewal)」と題された政策文書を公表した。この中で

農漁業自然管理省は、現在の社会の変化の潮流として、国際化･地域化の進展、市民の自己意識･責任意

識の向上、知識重視型社会の到来、環境保全の必要性の高揚を指摘。これらに対応していくためには、

これまでとは異なった取り組みが必要であるとして、農漁業自然管理省の政策原則として、以下の３点

を優先課題としている。 

 

１．市場指向と競争力強化 

 農業･農業関連産業の第一義的な責任は生産者にあり、政府の責任は、減税、規制緩和、革新的技術の

奨励を通じて、市場が最良に機能するよう諸政策を調整することにある。なお、農業は生態系に悪影響

を与えない形で実施されなくてはならない。 

   

２．農村地域対策 

 農村地域対策に関して、政府は貴重かつ希少な自然地域の保全、農業･林業･自然とリクリエーション

の間のバランスの確保、景観の文化的価値の向上、都市と農村の調和の確立を図る。 

  

３．研究･開発･教育 

  個人農家や農業協同組合に資するものに重点を置くほか、研究･開発ネットワークの維持、研究所間

の協力体制の強化を図っていく。 

 

ＬＮＶが、業界に対する基本的な考え方として、問題解決には業界主導で解決方法を検討させて、政

府はそれを補完するという立場をとっている。つまり、業界にとって何か問題が発生したら、関係者を

１つのテーブルにつかせて話し合わせ、もし研究、開発等に関わる援助が必要であれば、政府として補
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助金を支給するという姿勢である。なお、オランダの観賞用花き業界は、総じて企業家として常に革新

して生き抜いていこうという迫力がみなぎっており、政府としては、それを業界で話し合わせ共同して

行わせるのが政府の役目であり、この業界が、オランダ農業業界の中で一番、セルフサポートで自分た

ち独自でやっていけるセクターである。 

これには、業界の形態ごと（生産者、商業者等）において、それぞれ利益を代表する団体が存在し、

それらと政府が対等に話し合うことができるようになっていることが前提にある。 

例えば、一言でロジスティックの問題といっても、オランダでは路上を走っているトラックの１０台

のうちの４台は農製品を混載していることになるので、様々な関係者が関わってくる問題となる。この

場合、「輸送の時間帯に道路が渋滞にならず、スムーズに能率的に荷を運ぶ為にはどうしたら良いか？」

ということを検討するとする。この場合、小型のトラックを何台も使用するのではなく、大型車１台に

まとめたり、関連する包装資材の会社を温室の近隣に作らせたり等が解決方法として考えられる。そう

すると、政府はこの事項を促進する為に関連者を集め、話し合わせる。また、もしそのために研究が必

要な場合は、それに援助金を出し、その結果、実現可能性があると研究で判断されると、各企業がそれ

ぞれ行うこととなるのである。 

１つの事例として、オランダでは１９８５年ごろに温室での、エネルギー使用で問題が生じ、このま

まではやっていけないと言う状態にまでなった。だだ１つの解決法は、ガスの消費を少なくするしかな

いと考えた。そして、色々と検討した結果、１９９５年には今までの３分の一のガス消費量にしようと

目標をつくった、これは、政府と業界の共同の目標であった。政府はこのための研究に補助金を出し、

色々のプロジェクトを補助した。この時、みんながそれは不可能だと言ったが、各企業が頑張り、計画

した時期より速く目標に達した。だから、目標を作って業界にやらせ、その為に必要な研究には政府が

お金を出すような方法が一番能率的である。 

同様な事例で、殺虫剤の使用量を減少する為にも、目標値を設定し、それに向かってプロジェクトを作

り、それに必要な研究に支援した。この時も皆は計画している目標には到達できるはずがないと言う反

応であったこれも成功した。 

この２例は、政府が主導になって業界を先導した事例であるが、業界が主導をとり、イニシアティブ

を保持して行っている良い例がＭＰＳの例である。これは、生産者やセクターが自身でこれは大切な事

であると自覚している一番理想的である。 

  

○ 補助金等の資金支援について 

日本では農業に関する補助金は様々に整備されているが、オランダでは、基本的にプロジェクトベー

ス（提案型）の補助制度であり、革新的なビジネス・モデルを支援することで、他の事業者が参考例と

して活用することにより、業界にある問題を解決していくというスタンスをとっている。 

オランダでは生産能力や意欲等によって、業界事業者は以下のように分けられる。 

①非能率的な事業者（全体の約２０％） 

②平均的レベルの事業者（６０％） 

③能率的な事業者（１５％） 

④革新的な事業者（５％） 
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政府としての補助の対象は、効果的に業界の為になるように、ビジネス・モデルとなる革新的なプロ

ジェクトに対して行われ、③能率的な事業者と④革新的な事業者がそれを参考例として真似て続き、そ

の後業界全体に浸透していくという考え方である。 

逆に、上記①非能率的な事業者に対しての経済支援になるような補助金は、発展性がないと考えるので

極力行われない。ところが、①の層の人達は、問題が起こるたびに、報道等が取り上げニュースとなり、

国会にも取り上げられ、仕方なく援助しなければならなくなるケースが発生すのが実情であるようだ。 

なお、補助金申請の提案については、毎年政府が発行する新聞に、ＬＮＶが、園芸業界に対して何かの

テーマを挙げて応募を促すために告知し、業界に知らしめる。なお、補助金を申請するのは、時間も労

力も掛かるので、個人の生産者が申請するのは大変である、この場合、ＦＬＯＷＥＲ＆ＦＯＯＤ財団〔Ｐ

Ｔの建物の中に事務所があり、予算もＰＴ出ている〕が仲介のアドバイスをしてくれる。 

補助金等については、問題点がきちんと整理され、各事業者や業界が自分たちで解決法を見つけ、対応

策をしっかりと理解されたうえで、その為に調査を必要であるという結論づけがなければ政府からの支

援は行われない。 

例えば、近年の資源不足によるエネルギーの問題は深刻で、政府としても重要な課題として取り組ん

でおり、温室に使用される天然ガスの効率的な使用方法や、代替エネルギーの開発が急がれている。そ

の為に、温室や設備の改良、エネルギーをあまり必要としない品種の開発等、エネルギー問題を解決で

き計画の提案があれば、政府としては、そのプロジェクトを実現化させる為の調査や、そのプロジェク

トを開始する際に発生するリスクに対しての補助金が出る。 

なお、提案された補助金申請の為のプロジェクトについての内容については、園芸生産管理機構（PT）

等の協力を得ながら審査される。 

 このような革新的なビジネス・モデルに対する補助金は、ここ最近の約１５年間のＬＮＶの考え方の

ようであり、以前は、生産者の規模が小さく、それぞれ独自では研究費が出せなかったので、政府と業

界が共同で資金提供して、試験場を作り、そこで研究をして、全部の生産者がその恩恵を受けていた。

政府の管轄する研究所があり、政府が農民を教育し、彼らが必要とする情報を、普及員を通して彼らに

届け、それの元となる研究は、国立の試験所で行った。なお、１９５０年代～８５年頃までは、教育、

広報、研究は、政府の役目であったとのこと。これらの役割が現在では民営化されるなどして、現在の

政府の関与は限定的になっている。ただし、業界内には、その当時からお互いに情報公開をし協力しあ

うという風習は残っている。最近は、生産者の規模が大きくなり企業化し、それぞれ独自の研究設備を

持ち、その結果は、独自に企業内で保持し、一般公開をしなっている方向もあるようだ。 

 

＜補助金支給の事例＞ ＫＡＳ ＡＳ ＥＮＥＲＧＩＥＢＲＯＮ 

「ＫＡＳ ＡＳ ＥＮＥＲＧＩＥＢＲＯＮ」とは、温室栽培におけるエネルギーの使用を、他の方法

で行なおうとするプロジェクトのことである。例えば、育種開発によって、低温でも生育する品種を育

種開発や、地熱エネルギーの活用等の事を研究する。 

このプロジェクトに対しては、高額の補助金が、政府と園芸生産管理機構（ＰＴ）、業界組織より、

５０％ずつ出される。また、教育や研究にも、革新的なプロジェクトには、ＷＡＧＥＮＩＮＧＥＮ大学

に政府５０％、業界５０％の割合で、補助金が出る。近年、生産者が土地代が高価なので、水上に浮上

する温室を作るという大変革新的なプロジェクトが提案され、これに対し計画の内容を精査して認めら
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れれば、業界と政府が５０％／５０％のベースで補助金を出す。 

また、特殊なプロジェクトの例として、新しい代替エネルギー源の開発のため、地下１．５km 掘削し地

質熱を活用するプロジェクトが行われているが、掘り当てられなかった場合、莫大な損害となるので、

失敗した際には補助金が支給される。なお、これは全て新しい技術開発の為のスタート補助金である。 

 

 

日本語名：オランダ産業管理機構・農業卸売業（HBAG） 
正 式 名：Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel 
（General Industry Board for Wholesale Agriculture） 

○ オランダ産業管理機構・農業卸売業の概要 

オランダ農産業管理機構（Hoofd Bedrijfschap Agrarische Groothandel）とは、戦後、食糧難の時代

にすべての国民に物資が行き渡るために、先ず政府が各業界が自立し各自が運営できる為の制度を考案

し、業界としてもそれに賛同した形で設立されたで１９５７年に設立された。これにより設立されたオ

ランダ産業管理機構（Bedrijfschap）は全部で６組織あるが、このうちの１つがこのオランダ農業管理

機構である。なお、市場の調整の為の重要な役割を担う。政府により法整備はされたが、各業界がこれ

を利用するかどうかは独自の判断に委ねられた。例えば、花きの中でも樹木と球根については、同業界

がこれを必要としなかったので、ＨＢＡＧに当たる公共組織は作られず、かわりに ANTHOS と呼ばれる民

間団体がある。 

このオランダ産業管理機構とは、業界用の法律を独自に作成できる権限が与えられた公的な組織であ

り、そのことに農林大臣、財務省大臣、経済省大臣、社会省大臣が署名し承認を行っている。オランダ

政府の機関である SOCIAL ECONOMISCHE RAAD（SER）の監督下にある。 

運用に際しては、登録会員である卸売業者に対して、ＰＴの業界課税とは別の独自の業界課税を売上

に対して０．０９％を課している。課税の徴収方法は、市場経由の場合は市場の支払いの中に自動的に

課金される。市場外の場合は、売り手である生産者側が買い手である卸売業者への商品代金請求時に卸

売業者が本来負担すべき課税分を上乗せして請求し、これを生産者がＰＴへ支払う。 

 現在スタッフは１７名で運営されている。以前は２５名であったが、事務の自動化により、作業の効

率化が図れたことと、従来までＨｂａｇが行っていた業務の一部（①セミナー、勉強会、教育等、②商

業政治活動）が卸売業の民間組織であるＶＧＢに移ったことにより少人数での運営が可能となった。 

 HBAG は、法令の適用を受けた公共の組織であるので、オランダで商売を行う全ての卸業者は登録が強

制される。輸出業はとしての商業活動をする為の登録は商工会議所で登録し、HBAG にも登録しなければ

ならない。外国の企業や支社でも、オランダで会社を設立すれば登記し、オランダ法律のもとに監督さ

れるので登録が必要となる。 

 

○ 事業内容 

① 花き産業の情報データ等の招集、分析、提供 

 

（統計データ） 

統計データは、輸出統計データは、HBAG の独自で収集したものである。また、輸入統計データは税関が
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収集したものオランダ統計局（CBS：CENTRAAL BUREAU VOOR STATISTIEK）が登録・公表しており、同デ

ータが EUROSTAT にも提供されているが、HBAG で収集するデータは他のソースからのデータが採用してい

る。CBS の統計データは発表までに時間がかかるが、HBAG の統計は毎月公表される。 

 

（債務情報作成） 

 取引相手となる卸売業者の過去の支払い状況（債務情報）についての情報収集、提供を行っている。 

債務情報は、登録している卸売業者が請求書と支払証明の提出が義務づけられているため、各国に分け

て統計を作成し債務情報を提供している。なお、請求書の真正を法律部門の法律の専門家（１人）によ

り、記載されている事項の確認が行われる。 

１９６０年代には、取引上問題のある業者のブラックリスト（list of dubious buyers）があったが、

ＥＵの設立後は競争阻止法により禁止されているため、現在は存在しない。そのかわりに個別に輸出業

者は情報を問い合わすことが出来る。 

 

（その他） 

 また、統計データ以外では、この業界の為に情報収集も行っているが、これは法律上の義務は無い。

例えば、会社の経済調査をするが、法律上の役割でするのではなく、業界よりの依頼によってする。オ

ランダの会社を、例えば 20 社ぐらい 3カ月おきに経済状況の調査をする。そして去年との状況を比較し

てみると経済状況が良く分かる。 

 

② 代金回収に関するサービス 

Hbag では代金回収の問題が発生した場合の仲介を行っている。その手法は、代金不払の人に対して、支

払わないことを他の全輸出業者に公表をし、そのようなことをすると花き業界では仕事ができなくなる

と告げ、裁判になる前に妥協を促す。裁判になると、プロに依頼するように助言をする。 

  

③ 各種情報提供、助言（信用管理、会社方針、品質管理、自動化、経営等） 

  業界に必要な情報を収集し提供する。また、個人企業の個々の問題ではなく、業界全体に関わる企

業経済活動、ロジスティック、市場の法則等について、必要とされるすべての助言を行っている。 

これはこの業界の①プロ化、②問題の火消し役として行っている。 

これは、ロボット化という意味でなく、全ての情報をデジタル化する事を言う。 

デジタル化した情報を例えば、その企業がその国への輸出で売り上げとしてどのランクにいるかと言う

事が判明する情報を業界に流す。そのほか自動化した、どこで卸売り業者に適するデジタル化の為の企

業があるかと言う情報をも提供する。 

メール、電話、来訪等の方法でする。 

輸出、輸入業者に、メール、電話、来訪 etc で、アドヴィする。 

 

④ 情報通信システム（Information and Communication Technology：I.C.T.）の普及 

  情報通信システム（I.C.T.）とは、情報(information)や通信(communication)に関する技術の総称

であり、日本では同様の言葉として IT(Information Technology：情報技術)に当たる。これは、税関、
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品質管理の機関等の輸出に必要な書類を１つのシステムに統一する為に、デジタル輸出システムを作り、

その普及促進を行っている。このデジタル化により、輸出業者の作業を簡単にするという重要な役割が

ある。輸出業者が、経費を節約する為に、能率的で、敏速かつ経費が安い事が重要となる。これは。Hbag

の重要な役割の１つである。 

 

⑤ ビジネスマッチング 

商売相手を探すビジネスマッチングのための公開のデーターバンクがあり、必要とする業者はそこから

相手先の情報を得ることができる。 

 

⑥ 政府と交渉、ロビー活動 

業界の利益を代表して、政府との交渉やロビー活動も行っている。また、オランダ花き市場協会（VBN）

とは協力関係にあり、日本用の植物検疫の件、日本とオランダの農水省の交渉事項については、彼が農

水省に依頼され、輸出業者が何か問題があれば、彼に申し出て、政府にその事項をはなし、その事項を

政府が相手方の政府と交渉する。 

なお、面談の Mr. Jan Lanning 氏は業界を代表して、オランダ政府に対して話をする業界のスポークス

マンの役割を担っている。 

なお、業界全体の役割分担として、この業界のプロモーション活動は BBH の担当であるが、同氏は、こ

の業界の商業政治問題全てを担当しているということである。なお同氏が、BBH 設立の時に、ヨーロッパ

以外の国のエリアマネージャーを手配した。 

 

 

日本語名：オランダ農業園芸組織連合会（LTO NL） 
正 式 名：Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO Nederland) 
（The Dutch Confederation of Agriculture and Horticulture） 

ＬＴＯは農業と酪農の従事者にとっての経済的に自立し社会的地位を守り、農業従事者にとっての利

益を代表し、政府や関係機関等と交渉（ロビー活動）と、生産者が会社運営をしていくうえで必要な法

律、栽培技術、改良、労働関係、財務的問題、エネルギー等の研究・開発のアドバイスや仲介を行う団

体である。対象品目は、野菜、果実、花き（切花、鉢物）で、球根、樹木は関係ない。 

利益を代表する活動（ロビー活動）は会員から徴収する会費で賄われ、アドバイスを行う機関では、

事案ごとに補助金を活用したり、依頼者（生産者）からの支払いによって賄われる。 

組織としては、一番頂点にある統括組織として、LTO Nederland があり、この下に地域別に３つ（①LTO 

Noord、②ZLTO、③LLTB）にわかれている。これは、オランダ国内で、地域により、地域性が異なるうえ、

主要な農業形態も異なる。例えば、酪農や畑作の従業者と園芸の企業体は全く違ううえ、経営規模や形

態も異なってくる。そうなると、求める利益も異なるし、ロビー活動をする場合でも全く違うため、こ

の３つの地方組織に分割することで効率的に運営を行っている。なお３団体とも協会である。 
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① LTO Noord：オランダを東西に流れるライン川

を境として北側の地域を管轄。（園芸生産者が多い） 

② ZLTO：ライン川を境にし南側の地域で、ゼーラ

ンド地方、北ブラバンド地方を管轄。 

③ LLTB：リンブルフ地方を管轄。 

 

それぞれの３地方団体には各種サービスと行

う機関があり、複合的に酪農社、生産者をサポー

トしている。 

ＬＴＯの幹部は、ＳＥＲにの理事に入っている

ため、政府とのコンタクトは容易にできる。また、

ＥＵ加盟国として、ＥＵ本部（ブリュッセル）で

の決定事項が大きく関わってくるが、ブリュッセ

ルにＥＵ専用のロビー担当者がいる。 

 

 

 

日本語名：LTO北部施設園芸協会 
正 式 名：LTO Noord Glaskracht 
（LTO Glasshouse Horticulture） 

LTO の地方３団体は、農業から酪農まで幅広く行っており、施設栽培農業は、酪農や畑作と異なり、要

求する事項が双方とも異なってくるため、団体共通の団体である LTO Glaskracht Nederland と呼ばれる

施設園芸生産者の組織が設立された。これは、施設園芸作物従事者の利益を代表して、政府に対するロ

ビー活動を行う団体である。また、３地方団体でも、LTO Noord には特に園芸作物生産者が多くいるため、

LTO Glaskracht Nederland とは別の LTO Noord Glaskrach と呼ばれる財団組織を、LTO Noord が出資し

て設立された。園芸作物生産者の場合は、この LTO Noord の人であれば、この LTO Noord Glaskrach に

加盟する。 

LTO Noord Glaskrach では、加盟生産者数１，４００人で、政府が策定する法令や基準によって、生産

者にとって利益が損なわれないように政府側との意見交換や交渉を行っている。例えば、ＣＯ２、肥料、

エネルギー等の放出基準や申請手順等の問題や、ハウスから発生する臭いの問題、補光の時間制限の問

題、その他に、税金の控除の問題を扱うなど様々である。特に環境に関するこれらの基準は日々厳しく

なっており、LTO Noord Glaskrach にとっても、この環境に関する案件が主要任務となっている。 

これらの交渉に当たっては、農林省に直接行う場合もあるし、また PT を通じて行う場合もある。その

他に施設園芸と環境に関する委員会（GLAME）に入っており、ここには各省や、WATERSCHAP（水利協会）

等の公共組織も入っている。 

特に、作物保護剤、肥料、リサイクルの水、排水、エネルギー、ガス、電気等、環境基準を前提とし

たデータの数値化が求められるが、どの項目のデータを登録対象とすべきかを交渉する。これは、すべ

ての生産者が、各項目のデータをＭＰＳやＤＬＶ（前農業普及所）、ＡＢＡＢ等の民間会社といった機関
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で、統一の基準で換算してデータ化した後、UO-IMT 財団に登録することを義務づけられている。なお、

ＭＰＳは、ここに登録すればあとは UO-IMT 財団への登録まで行ってくれる。全体の８割がＭＰＳに加盟

しており、ここを活用している。 

 

 

 

 

【環境基準を前提とした数値の登録方法】 

 

 

 この登録しなければならない項目について、どういう項目や内容を登録しなければならないかを政府

と交渉するのが大きな役割となる。また、これらの申告が、生産者にとって、なるべく簡単にできるよ

うに、ＭＰＳと話し合う。 

 一方で、園芸に関する法令は既にあるが、今後策定予定の農業に関する法令について決める際に内容

を政府と話し合って決める。法令が増えることによって、生産者が複数の組織に申告等をしなければな

LTO Nedelrand（統括機関）

LTO Noord
（オランダ北部）

ZLTO
（ゼーランド地方、北ブラバンド地方

LLTB
（リンブルフ地方）

生産者

（各項目のデータを収集）

集計機関

（統一の基準で換算）

ＭＰＳ、ＤＬＶ、ＡＢＡＢ等の機関

Stichting UO-IMT (UO)
※すべての生産者が該当データの登録が義務

LTO Noord に施設
園芸生産者が専用

に設立 

LTO Noord Glaskracht 
→LTO Noord の施設園芸生産者の
ためのロビー活動専門団体 

LTO Glaskracht Nederland 
→３地方団体共通の施設園芸生産者

の為のロビー活動専門の団体 
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らない事態が発生しないように交渉にも行う。 

また、交渉に当たっては後出の LTO Groiservice と密に連絡を取り合いながら行っている。 

 

日本語名：LTOフルイサービス 
正 式 名：LTO Groeiservice 

LTO Groiservice は、生産者間での情報交換をにより、個々の生産者の技術向上させるための各種仲介

サービスを行う機関（株式会社）である。生産者が、栽培技術、エネルギー、品目の選択、各種許可等

について、お互いの生産場を見学し、お互いに意見を言いあうことができるように、お互いがコンタク

トできるように手配をすることが主な業務となる。ただし、金銭的な問題ではなく、栽培現場内での技

術的な問題についての話題が主となる。 

組織の形体は株式会社で、年会費４００ユーロを会員から得ている。会員数は３，０００人で、これ

はオランダ全体の園芸生産者の約３分の２に値する。株式会社ではあるが、活動は協会に近い。株主は、

LTO Noord、ZLTO、LLTB の LTO地方組織と、オランダ農業改良財団（Stichiling Innovative Glostuinbouw 

Nederland）である。 

加盟者は、栽培する作物により、施設栽培生産者（トマト、花き等）か、露地栽培生産者（ブロッコ

リー、ネギ、キャベツ、芽キャベツ等）で、全体で約５０品目にのぼる。 

 

○ 鑑賞用作物（バラ、キク、ガーベラ、鉢物） 

○ 施設園芸野菜（トマト、キュウリ等） 

○ 露地栽培野菜（ブロッコリ、ネギ、芽キャベツ等） 

約５０作物（メンバー数：約３，０００人） 

 

これらの品目は、委員会に分けられる。鑑賞用作物であると、バラ、キク、ガーベラ、アマリリス、

ユリ、夏の花等に分けられ、合計２０の委員会となっている。 

 これらの委員会は、生産者と LTO Groiservice によって構成され、①生産者間での意見交換会の開

催と、② 知識開発の為の新しい研究と開発（発明）を行っている。品目ごとに専門員として品目担当者

（LTO Groiservice）が１人いて、１週間４０時間専任で業務を行っている。ただし、品目によっては兼

任する場合もある。この他に経理やコミュニケーション部のスタッフがいる。 

その他の業務としては、生産者にとって必要な研究・開発に関する仲介等を行っている。 

 

＜業務内容＞ 

① 生産者間での意見交換会の開催 

  内容：個々の生産者の技術を向上させる為、栽培技術、エネルギー、品目の選択、各種許可とい

った内容について、お互いの生産場を見学したり、意見交流会を開催するなどして、お互

いに意見を言いあい意見交換をすることができるように、双方がコンタクトできるように

手配をする。そして、この交流に際しては、普及員、研究者、卸売市場関係者等も参加す

る。ちょうど、LTO Groiservice は、生産者と研究機関を繋ぐ役割を果たす。 
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  手法：この運用資金は会費（４００ユーロ／年）から賄われている。題目についえは、例えば、

ドイツのお客がバラが長いバラ必要だと言っていたとしても、その情報が入ってこないと

対応ができない。そのような消費者ニーズの変遷によって、栽培方法等も異なってくる。

ここで、研究者等も参加していることで、的確な回答を導き出すことができる。 

     どのテーマにするかということは、中央委員会によって審議される。また、生産者側から

の要望については、作物専門員が個々の要望を取りまとめ、中央委員会の審議を依頼する。 

 

 情報誌（ニュースリリース）、 

 ウェブサイト・ニュース 

 会議 

 現地見学（新しいトマト生産者がいたら、そこに他の生産者連れて行き、どういう品

種か？温度は？管理方法は？等を勉強する。） 

 その他視察（農業に関係のない視察：ロッテルダム港等） 

 テーマごとの検討会（労働関係、殺虫剤、エネルギーの使用方法、労働力の買い方等） 

 ディスカッション・ミーティング（栽培方法の改善等） 

 

② 知識開発の為の新しい研究と開発の仲介 

依頼のあった案件については LTO Groiservice が研究、開発や資金拠出を行うのではなく研究者や

研究機関等を探し引き合わせるとともに、研究・開発に必要な資金をまかなうために、適用可能な補

助金等を探すところまで行う。 

必要な研究については、ワーゲニンゲン農業大学（WUA）や園芸生産管理機構（PT）などと密に連絡

を取り合っている。（PT には、農業研究のデータベースが集約されている） 

 

研究：（例）バラに発生している新しい害虫についての対応策、殺虫剤等のリサーチ研究 

開発：（例）菊の生産者が菊を採取する場合に腰が痛くなるので作業を軽減する方法（ロボット等）を

探す 

 

（補助金拠出機関例） 

 オランダ農業・自然・食品安全省 

 欧州連合（EU） 

 園芸生産管理機構（ＰＴ） 

 中小企業イノベーション支援エージェンシー（Implementingagency for innovation support to 

SMEs：Syntens） 

 オランダ経済省のイノベーション・エージェンシー(Senter Novem) 

 

③ その他の業務 

 （ア）特定の品目に関するプロモーション活動への関与 

LTO Groiservice は、販売活動に関しては一切関与していないが、鑑賞用植物のなかでも販売量の
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少ない品目である、①鉢もの、②アジサイ、③ヒヤシンスについてはそれぞれプロモーション委員会

が設置されている。これは、園芸作物管理機構（PT）が、各種研究、調査、プロモーション用として

の資金が PTが業界から徴収した業界課税を BBH に送っているが、この品目についての内容について、

生産者、LTO Groiservice、BBH、卸売市場の担当者からなる委員会で実施される内容が審議される。

つまり、この委員会で、この３品目については BBHに対して実施内容についての指示が出せるという

ことである。 

 

 （イ）Ko in de Kas（温室にいらっしゃい）キャンペーン 01542 

普通であれば、生産者は消費者との接点がなく、話す機会もないうえ、労働イメージがあまり良く

なく、就業希望者も少ない。そこで、農業栽培の一般的なイメージアップを図る為、生産場所を一般

に公開し、農場見学を行うキャンペーンの運営を LTO Groiservice が行っている。なお、同社が消費

者に接する唯一の機会がこのキャンペーンということになる。 

このキャンペーンは、オランダ各地の２０～２５地域で、各２００～２５０の生産者が参

加している。全国で２万人が来場する。今年で３２回目となり、２００９年は４月４日～５日に開催

予定である。 

予算は、以下の団体、企業から拠出される毎年３０万ユーロにより賄われている。 

【Ko in de Kas キャンペーン予算拠出団体、企業】 

 園芸生産管理機構（ＰＴ） 

 オランダ花き協会（ＢＢＨ） 

 インターポリス（Interpolis：生涯保険会社） 

 ラボ・バンク（Rabobank：農業組織向け金融機関の統轄金融機関 

（日本の農林中央金庫に相当） 

    

このように LTO は生産者のとって重要な役割を果たす一方で、近年のオランダの園芸業界の新たな動

きにより、LTO としても新しい役割を模索する時代に来ているようだ。オランダは昔から、農業者はお互

いに協力しあう風習がある。それは、約６０年前は、小規模の生産者と農業者であり、それぞれが問題

をたくさん抱えていたため、協力して伸びていかなければならなかったからである。卸売市場も生産者

組合である。ところが近年反対の動きが出てきている。例えば、トマトを栽培する生産者は全国に３０

０の大小の農家がおり、そのうち、５０ヘクタールを所有している大規模生産者は、なぜ私たちが１ヘ

クタールの小さい生産者と話さなければならないのかという意見が出てきている。 

また、昔は生産者の規模が小さかったので、スーパーマーケットがゼラニュームを販売したいと思っ

ても、各生産者から少しずつ集めていかなければならなかったので、卸売市場を通して買っていた。し

かし、現在は生産者の規模が大きくなってきているため、卸売市場を通さなくても１カ所の生産者から

直接買えることができるため、市場外取引が少しずつ増えてきた。 

また、昔は、栽培から出荷、水やりまで、全部自分たちでやっていた。最近は２０ヘクタールの大規

模生産者が増えてくると、自分自身で何もしなくてもよくなった。そのため、グリーンフィンガーをも

っている人が少なくなっている。 

このような経営体の変化によって、LTO が行う生産者向けのサービスは、提供相手が企業家になってき



200 
 

たことで、求められるサービスが変わってきている。 

 

日本語名：フローラ・ホーランド花き卸売市場 
正 式 名：Flora Holland 

フローラ・ホーランドは、生産者の協同組合である。近年行われた卸売市場間の合併により、オラン

ダにある卸売市場（２市場）での販売比率９８％を占める。 

 

○フローラ・ホーランドの概要 

輸出部門 3拠点 

国内市場部門 3拠点 

毎日 39 個の「せり時計」が稼働 

1 日あたりの取引数は 125,000 件 

切花は年間 120 億本 

鉢物は年間 6億鉢 

予想売上高 = 43 億ユーロ（2010 年） 

税引前利益 = 1,000 万ユーロ 

拠点：アールスメア、ナールドワイク、 

ラインスブルグ、フェンロー、 

ブライスワイク、エールデ（計６カ所） 

 

 

日本語名：オランダ花き市場協会（VBN） 
正 式 名：Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland 
（The Dutch Flower Auctions Association） 
○ オランダ花き卸売市場協会（ＶＢＮ）の概要 

オランダ花き卸売市場協会（ＶＢＮ）は、オランダに現在ある２市場（Flora Holland、PLANTION）の

統括組織である。設立は１９７４年で、当時７０年代には、１２の卸売市場があった。これらを代表す

る組織として、別組織である NEDERLANDSE BLOEMISTERIJ（オランダ花業協会）に所属していた、KRING 

BLOEMEN VEILINGEN（花き卸売市場の集い）が規模の拡大に伴って卸売市場のイニシアティブにより、独

立して現在に至る。ちなみに、現在あるオランダの２市場の売上比率は、Flora Hollandが９８％、Plantion

が２％である。 

ＶＢＮの運営資金は会員の市場から寄付金によって賄われている。政府やＥＵからの補助金や適用を

受けている制度や法令はない。なお、オランダの卸売市場は、会員である生産者によって成り立ってお

り、生産者は会員になれば、必ず取引は市場を通す事が強制される。もし、当該者が市場外流通の疑い

があるときは、会計事務所の証明の提示が求められる 

現在の事務局の体制としては、事務局長１名、ロビー部３名（デンハーグ：２名、ブリュッセル：1名）、

業界利益の促進部 1 名の５名が専任としており、このほか、事務局はＦＨのスタッフが兼任している。

昨年までスタッフは２０名おり、ロジスティック部門、品質部門、マーケティング部門、法律部門、コ
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ンピュータ部門が設けられ専任がいた（２００２年の調査では３０名）。現在は５名だが、今春事務局長

も辞めるので４人になる。年間予算も昨年は３００万ユーロであったが、今年は７０万ユーロとなった

（２００２年の調査では２，５００万ドル）。縮小されている原因は、相次ぐ市場の合併により、売上の

９８％を１市場が有するという一極化にあり、市場間の協力体制構築が目的である組織としては、その

機能が希薄になりつつあるためである。１００％、ＦＨの利益促進のためにやることとなるので、将来

的にはＶＢＮはＦＨの組織の中に入ることも想定される。ＶＢＮが、今後独立した組織として維持でき

るかが疑問点であるということであるが、中立的立場としてロビー活動等を行うにはこのような団体が

必要とされるため、なくなることはないとのことである。もともとは市場間の協力体制のもととなる団

体であったが、現在は、ロビーのみがただ 1つの重要な役割として残る。 

唯一役割として残るロビー部門では、オランダ農業園芸組織連行会（LTO NL）と共に、業界の見解を

政府に示したり、政策提言を行ったりしている。ＥＵ機関へは、正式なチャンネルとして、ブリュッセ

ルにある組織の COPA(ユーロッパの生産者組織)と、COGECA(VBN の様な協同組合の組織)の公式な会議に

参加している。非公式なチャンネルでは、ヨーロッパ議会の公務員と頻繁に会い、業界の利益を促進し

ている。その為にＥＵ本部に職員が週３回出向いている。これらによって得られる情報を会員に知らせ

る。 

 

 

○ ＶＢＮの業務内容について（現在、組織の縮小により行われていないものがある。） 

（ア）会員へのドバイス 

去年導入された verpaｋking ｂelasting(包装物課税、ある一定以上の廃棄物が生じた場合に課

税される)についてのアドバイスを行っている。以前は kｗekersrecht(生産者権利)についての法

律上のアドバイス等を行っていたが、現在では行っていない。 

  

 （イ）仲裁委員会 

   ＶＢＮとオランダ花き仲卸・買参者連盟（ＶＧＢ）とで、卸売市場での売買で生じる生産者とバ

イヤーとの間の問題を仲裁するための委員会が設立されている。契約書を基にして、バイヤーが依

頼していたものと違った場合等の争いの仲裁をする。その年により、全く問題が生じない年もある

し、年４回もある時がある。 

 

  （これまでの仲裁委員会で扱われた事例） 

（１）ペラゴリウムが、バイヤーの言い分では、約束したものと品質が違った。 

（２）ツゲの生産者がバイヤーに売る契約をしたが、バイヤーが納期に引き取りに来なかった。そ

の直後、気候がの変化があり、霜が降り生産物に障害が出た。その後バイヤーがそれの引き取

りを拒否した。 

（３）切花にボトリタスが発生したが、バイヤーが買った時は、それが見えなかった、２～３日後

にそれが発生した。 

 

（ウ）育成者権の保護の為の取り組み 
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以前は、生産者が育成者権保護の件で問題が生じた場合、ＶＢＮが補助的法的アドバイスを行っ

た。過去に生産者を代表して裁判をしたこともある。 

なお、育成者権保護の為の検査は、市場では行われてない。育種業者が、育成権保護違反の商品

が競られている事が、はっきり分かっていた場合、育種業者のイニシアティブにより行われること

がある。この場合は正式には、ＡＩＤ(農林省の中にある部門 ALEGEMEEN INSPECTIE DIENST)が行

う。輸入品の場合であると、税関当局が行う。過去の事例として、トルコにルーマニアから切花の

ガーベラが輸入された際、育種業者は保護権を支払っておらず、また生産者側は支払っていると主

張したケースでは、育種業者がルーマニア政府と協力して検査等が行われた。 

なお、ＥＵ植物品種庁（ＣＰＶＯ：Community Plant Variety Office）とＶＢＮとは繋がりもあ

り、ＣＰＶＯからの依頼によりブルガリアで講演をするなどしている。 

 

 （エ）コードと規格化についてについて 

  （Ⅱ－４．－（３）－①を参照） 

 

 （オ）Florimark（フロリマーク）について 

２００８年１１月で７１社が参加している。２００８年末には１００社の参加を目標にしている。

バイヤーの反応はあまり無い。売れることも無い。(これをやる会社は、優秀な会社で常に良い製品

を作っているので、他の生産者お比べ、値は常に良い。これをすることにより、自社の質を向上す

ることが出来る。 

 

（カ）Normpack®について 

Normpack®tray とは、鉢物、花壇苗用の使い捨ての容器のことで、標準化された使い捨てのトレー

を採用している。 

 

○ オランダの花き産業の成功の理由について 

（１） 気候が生産によい事。極端に暑い夏や，厳寒の冬が無い。 

（２） 知識を共有する思慮分別さがある。 

（３） 研究、教育、広報、の高いレベルである事。（これら全ては、知識を共有する心の広さにつ

ながる、市場も生産者の協同組合で、お互いに協力して、情報を共有して業界全体の利益を考え

て伸びていく事。 

（４） 生産，販売機構、資材納入会社(温室等の)が全て近距離に集まっている事。 

（５） 生産地が、大都会の近くにあること。 

（６） ヨーロッパが重要な市場で、近距離にあった。例えば AALSMEER より，人口 800 万を擁すル

ール地方は、車で 3時間以内で行ける。 

（７） 全てに開放的であること、お互いに協力してやっていくことが重要な要素である。 

（８） オランダ人の 17 世紀の VOC 時代よりの商人魂。 

上記の色々の要素や歴史的背景が習合した事による。 
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日本語名：オランダ種苗協会 
正 式 名：Plantum Nl 
（The Dutch association for breeding, tissue culture, production and trade of seeds and young plants） 

○オランダ種苗協会（Plantum NL）の概要 

 PlantumNL は、オランダの種苗会社の為の協会（Vereniging）であり、切り花、鉢物、苗もの、球根、

野菜類の種苗を担当する。（樹木の種苗はＮＢvＢが担当する）。 

会員数は約４５０名で、業界の約９０％が会員となっている。入会規定は、育成権の保護に同意して

いることが条件である。 

設立は、２００１年４月１日で、それまでは、同業者の協会が多くあり、これらが合併したて設立さ

れた CIOPORA NEDERLAND、オランダ植物生産者協会（NVP）、オランダ種子・植物体協会、花き生産物卸

売り協会の種苗部 VGB。そして VGB より独立して PLANTUM となる。 

オランダでは常に、お互いに協力して、世界と競合していこうという考えが常にあることも影響し、

また政府との交渉（ロビー活動）を行う際に、より大きな組織のほうが発言力が高まるから合併をした。 

理事は会員より選出され、事務局スタッフ数は１７名である。 

予算は園芸生産管理機構（PT）から畑作作物、食用園芸作物への予算は出るが、鑑賞用作物はでない。

オランダ政府からの補助金は出ていないが、プロジェクトベースでのＥＵからの補助金はある。また、

会員からの会費を得ている。 

 

○ 主な事業概要 

① 会員用のプラットホームとしての役割 

（例：集会を組織し、様々な問題点等（病原菌の問題等）について話し合いの場を設ける。） 

② 会員が必要とする情報を収集し提供する。アドバイスの提供。 

③ 知識のセンターとしての役割 

（例：NAK TUINBOUW の様な対外機関より知識を収集して、テーマミーティングで発表する。） 

④ ロビー活動。 

⑤ 各組織に理事として代表参加 

⑥ プロの専門家として話し合いのパートナーとなる。 

（例：セクターを代表して、政府と交渉する場合等） 

⑦ 人的ネットワークの把握 

（例：国会で話し合う場合、どの人が適切な人かが、常に関係を保っているので熟知している。） 

⑧ 企業家の組織としての役割 

（団交を労働組合とする。） 

⑨ サービスの提供 

（例：セミナーを計画立案、実践する。） 

 

また、この他に以下の委員会を構成して、会員の利益保護のために取り組んでいる、 

１．知的所有権（育成者保護）、遺伝子についての商売（パテント）、商標について｝OCTROOI≪これは、

オランダ語でパテントのことを指すが、日本語でいう「パテント」とは内容異なる。）≫技術につ
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いて｝） 

２．輸出振興、取引障害の除去 

（例：インド、中国における育成者保護を良くするための部門、輸出の障害を除く為に努力する。） 

３．作物保護と環境 

（どの作物保護剤が許可されているかについては www.ctb-wageningen.nl で参照可能。） 

４．調査 

５．法律制定、司法部門（法律問題で、２社間で問題があった場合、間に入って、アドバイスする。 

６．生物多様性 

（世界中より元になる植物を収集するが、許可されているものはどれか、また有料かといったこと

や、国際規制 STANDARD TRANSFER AGREMENT（BIODIVERSITY）についてオランダ政府に情報を

与える。） 

７．イメージ 

（この業界に就業してもらうため、イメージアップの為のプロジェクトを行う。） 

８．バイオテクノロジー 

（オランダでは遺伝子交換はタブーであるが、情報収得、研究を行っている。例えば、とうもろこし

を小範囲で栽培し、その花粉が他に影響を与えないかを研究している。） 

９．有機の種苗 

（有機の種苗に添付する認証マークを作成し、これが正しく使用され、またメンバーにとって実行可

能であるかを調査、検討する）  

 

 育成権の保護についての活動については、例えば、以前は球根の育成権の保護の有効期間が２５年間

であったのが、PLANTUM のロビー活動により、３０年に延長された。 

また、中国においては育成権の保護についてのプロモーションを行った。このプロモーションは終了

し、次はインドですることとしている。 

なお、この外国での育成権の保護についてのプロモーションには、専門的知識も必要となってくるの

で、専門機関等と協力して行っている。例えば、中国では、NAK TUINBOUW とプロジェクトを協同で行っ

た。この時は、アンスリュームやブルメリアが保護リストに入っていなかったので、NAK TUINBOUW と共

に中国に行き、また中国の専門家をオランダに招聘も行うなどして、中国で D.U.S.テストが独自に出来

るようにトレーニングを行った。（D.U.Sテストは、①他の品種と違う事を証明する、②その性質が安定

している事の証明、③均一化している証明）この時の NAK TUINBOUW の経費は、農林省で出される。オ

ーガニック・ファーミングを促進しており法則等の指導も行っている。 

 植物検疫機関とは、常に密なる関係にある。もし問題が生じると、PLANTUM を通して、処理するよう植

物検疫機関より指導がされる。例えば、再輸出の種子で、日本より種子がオランダに送られ、オランダ

で袋詰めし、オランダ製品として世界に販売される。これは、IPPC では禁止されたので、今年より、こ

の場合は日本の製品として販売しなくてはならなくなり、これに関し植物検疫機関と密に連絡を取りあ

い、対処している。 

研究開発について、研究開発に対する意識が強いので、TTI GREEN GENETICS(www.groenegenetica.nl)

を設立する。予算の１０％は、研究用である。オランダの大企業である PHILIPS の研究用予算が１％な
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ので、それと比較して、これは多い額だと思う。研究内容のリストを送付してくれるよう依頼する。 

ロイヤリティ売買へは関与しないが、企業がそれを収得する為の可能性を探すことは行っている。 

その他に、育成権の保護をその国で収得できるかの可能性を調査する。例えば、その為に中国でロビー

をしたこともある。 

 

○他の団体との関係について 

 オランダ農業園芸組織連合会（LTO NL）とは、姉妹関係にあり、切花、鉢物、野菜に関してロビー活

動を協力して行っている。オランダ樹木生産協会（NBｖB）とは情報交換を行っている。（生産）KAVB：

球根他と同じ。オランダ産業管理機構（ＨＢＡＧ）は、会員の要請により脱会した。これは、利益があ

まりないのに、経費が掛かりすぎたとの見解からである。ＢＢＨとの関係も解消されている。 

 

○ オランダの花き産業の成功の理由について 

１９世紀後半に既に育種等に取り組だことにより、基礎を作り高品質、技術の革新を常に心がけて、

拡大を常に行い、国際化をしたことによる。 

今後は、育種業界はこのまま地位を維持できるが、生産は、特別な品種のみの生産する事により地位

が維持できるでしょう。大量生産される品種は、中国、インド、アフリカ、中南米で生産されるでしょ

う、商業は現状は市場経由が多いが、今後は少なくなるでしょう。 

（オランダならではの種苗業界の特徴） 

１．業界で強力なる協力関係にあること。 

２．革新的である。 

３．国際的である。 

 

日本語名：オランダ花き協会(BBH) 
正 式 名：Bloemenbureau Holland  
（Flower Council of Holland） 

オランダ花き協会（BBH）は、１９８０年に花き生産者と商業者が花きのプロモーションの必要性を強

く感じ設立された切花、鉢物に関するプロモーション機関である。会社形態は財団（stichting【蘭】

/Foundation【英】）である。よって、非営利団体であり、付加価値税も定期的に申告をして還付されて

いる。 

運営に関しては、PT が徴収した業界課税を利用しているが、BBH は実践的な決定事項は独自で行うこ

とができる PT からは独立した関係にあるが、最終的な権利は PT に帰属する。 

同協会の中には、①理事会と、②DE RAAD（評議会）があり、理事会には、業者の代表、生産者の代表、

政府、園芸生産委員会（PT）の代表が参加している。 

DE RAAD（評議会）はアドバイス機関であり、メンバーは商業者(小規模｛小売商}、大規模)、生産者

の代表者からなる。メンバーは、それぞれの機関が選ばれ、委員会は毎月行われている。 

 

ＢＢＨのスタッフは設立当初は６人だったが、現在は５７．４人(フールタイムに換算した数字)で、

概ね６６人程度となる。本部は、ライデン（LEIDEN）にあり、ローカルオフィスとしてドイツ・ドュッ



206 
 

セルドルフ（DUSSELDORF）(スタッフ：４名)とフランス・パリ（PARIS）(スタッフ：４名)にローカル事

務所がある。その他に、イギリスには代理人がおり、セインズベリー（Sainsbury）、テスコ（TESCO）等

すべてのスーパーマーケットの花・植物のカテゴリー・マネージャーとコンタクトを取り合い、店頭デ

ィスプレイの変更などを行っている。 

 

設立当初のプロモーション活動は、TV や王室での行事の時などで花や鉢物が使用される時や、花や鉢

物が目立つような特別なイベント・行事の際に行っていた。これが次第にプロ化していき、現在では、

商業開発，ある特定の国の消費者動向調査、市場のトップを常に維持するための多くの PR 活動を行って

いる。最近の傾向としては，販売ルート（①花小売店、②量販店、③ガーデンセンター、ホームセンタ

ー）ごとをターゲットとし、活動を行っている。 

ターゲットとする世界の国々は、輸出額によって選定されるが、それだけでなくこの他に BOS EN 

CONSULTANCY GROUP の分析によって、オランダにとって有益な対象国が選定される。その両方の観点か

ら導き出された対象国は合計２６カ国である。 

また、それぞれの国によって、花の消費動向が違う。経済開発途中の国では、最初は、花は高級な製

品であるので、プロモーションもそれにあったようにしなければならないが、フランスやオランダのよ

うな国では、花は「持ち帰り（TAKE AWAY）製品」であるので、それにあった活動をしないとならない。 

 以前はもっと商業をターゲットとしていたが、メンバーの事業も発展していき、規模も拡大し、それ

ぞれ独自にプロモーションを行うようになったので、最近は消費者がターゲットなっている。 

年間の予算は２００９年では２３００万ユーロ（２００２年：２３００万ユーロ、２００７年：２５

００万ユーロ）である。なお、数字だけみると２００７年からの予算額が減少しているように見えるが、

２００７年までの数字は EU の補助金が含まれているが、２００９年の予算額には含まれていないので、

相対的に比較すると、組織としては拡大傾向にあるといえる。なお、EU 補助金は、申請する事によりそ

のプロジェクトに出るので、常設ではない。 

また、公共協会ではありながら、一部の特別予算を活用して、個々の企業の利益になるような事業も

行っている。 

                            

オランダ花き協会における予算配分 

項目 （１９９９年） （２０００年） （２００９年） 

消費者用プロモーション ３７％ ４１％ ４５％ 

商業活動サポートとトレーニング １８％ ２１％ １５％ 

商業活動プロモーション  ６％ ７％ １０％ 

一般プロモーション、一般プロジェクト ６％ ４％ ５％ 

マーケット・リサーチ ※  ６％ ７％ ２％ 

管理費 １３％ １５％ １０％ 

その他 １４％ ５％ １５％ 

※マーケット・リサーチ自体は、園芸生産委員会（PT）が行い、オランダ花き協会（BBH）では、PT

での結果をもとに MARKT VISIE を作成する。なお、これを毎年出版されるが、業務課税を払ってい

る人のみに配布される。 
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 おもな予算の調達先としては以下のとおりである。 

(ア) ＰＴが徴収した業界課税からの支給金 ２４３０万ユーロ（２００８年） 

(エ) ＥＵからの補助金（今年はない、プロジェクトにより申請する事により出る） 

去年は５つのプロジェクトが有った（①ロシア活動、②USA 活動、③プロジェクト（PLANTS FOR PEOPLE)、

④オランダでのプロジェクト（GEK OP BLOEMEN ）、⑤苗のプロモーション(今年からは、苗の業界は別に

組織を作り独立する) 

 

なお、オランダ植物広報協会（PPH）とは直接的な関係はないが、良好な関係にある。例えば、来週ド

イツの消費者対象の展示会である GRUNE WOCKE に共同で展示するなどしている。 

園芸生産委員会（PT）からは、PT が業界課税として徴収したものをプロモーション経費として支払う。

また、PT によって行われたマーケット・リサーチ、生産物リサーチをもとに、BBH ではマーケットの分

析を行う。 

オランダ農業卸売連盟/切花および鉢物部門（Hbag）からは理事を受けており、評議会には、こちらか

ら出席している。 

オランダ花き市場協会（VBN）からは、理事(年二回の会議)が出ているし、評議会(毎月の会議)にも出

ている。 

 その他として、農林省の INDUSTRIE EN HANDEL 部門とは、密なるコンタクトがある。 

在外オランダ大使館の LANDBOUWRAAD（在日本のオランダ大使館では MR,VOSSENAAR）と密にコンタクト

を取っている。 

 ＢＢＨはオランダ政府や EU 機関など政治と行政へは、VBN を通して連絡をとっている。また、オラ

ンダ農林省とは直接頻繁に接触が有る。電話でのロビーを頻繁に行っている。 

 

日本語名：オランダ植物広報協会（PPH） 
正 式 名：Plant Publicity Holland 

オランダ植物広報協会（ＰＰＨ）は、街路樹、バラ、森林、生垣用植物、果樹、多年生、水生植物、

観賞用潅木や、針葉樹のプロモーションを行う機関として１９５２年に設立された。なお、ビオラ、ペ

チュニア等の１年生植物はＰＰＨではなく、オランダ花き協会（ＢＢＨ）が担当する。設立に際しては、

生産物のプロモーションの必要性が高まる一方、独自では行うことができなかったので、生産者と商業

者が一緒になり、専門の組織として PPH が設立された。 

設立当初は、外国用のポスター等を作成していた。近年は、Color your life キャンペーンや GREEN CITY

キャンペーンや、業務展示会、講演会、セミナー等を開催している。ＰＰＨとしては、Color your life

と GREEN CITY の２キャンペーンを主要業務として取り組んでいる。 

ＰＰＨの役割は、①樹木に対して消費者に一般的理解をしてもらう為、庭についてもっと時間を取り、

理解してもらうためのプロモーション活動、②公共用グリーン市場用に都市に於ける樹木の社会経済的

な利益を普及促進する。このための、キャンペーンが GREEN CITY である。 

スタッフは１０名で、２００８年の予算額は２００万ユーロで、この予算額は毎年大きな変動はない。

実際は他の組織と協力して事業を行っているので、実質的には約４００万ユーロの効果があると見てい
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るとのことである。 

 予算は、ＰＴが業界課税として徴収したものをプロモーション経費のために支給されている。この他

に、Color your life プロジェクトではＥＵから全体予算の５０％補助金が出る（Promotie fonds 

sierteelt：観賞用作物プロモーション基金）である。なお、オランダ政府からの補助金は一切出ていな

いが、オランダ政府と共に「オランダで一番グリーンな都市」を選ぶコンクールを行う。これは、オラ

ンダだけでなくユーロッパの１２カ国とも一緒に行う。（「ヨーロッパで一番グリーンな都市」） 

 この他に、ワーヘニンヘン大学とは、同大学が行った研究結果をＰＰＨが活用し、またどのような研

究が必要かということをＰＰＨから同大学へアドバイスをする。例えば、業界として「どの様な樹木が

浮遊粒子状物質（SPM）を吸収するのに良いか？」という情報が欲しいという市場の要求をＰＰＨから同

大学に伝え、それを研究し、結果をＰＰＨが活動に活用する。 

今後は、１０年計画の GREEN CITY を２０１２年に完成させ、A LIVING CITY CHOOSES FOR GREEN に

よってもっと幅広いメッセージを発する、これは全て QUALITY OF LIFE に関連する。目標は、今、ヨー

ロッパで行っている、12 カ国の参加しているのを拡大すること。COLOUR YOUR LIFE のキャンペーンを拡

張するように計画をしている（2009 年：4ヶ国→2010 年：10 ヶ国、2012 年：15ヶ国）。 

Colour your life は GREEN CITY を消費者用に要約したものであるので、消費者が要求しているような、

より感激をさせるようにダイナミックな表現の方法で伝える。私達の大きな目標は、樹木や植物の社会

価値,経済価値を知らせることにより、オランダ人又は世界の人々の居住、労働、生活環境を改善させる

ことであり、そのメッセージを発する事であるである。これは少額の予算でもこれは成功すると思う、

なぜならこれは大変強力なるメッセージであるとともに、現状においては気候問題が世界で一番の経済

関心ごとになるので、プロジェクト GREEN CITY がこれに１００％沿っている。 

 

日本語名：オランダ国際球根協会（IBC） 
正 式 名：Internationaal Bloembollen Centre 
（The International Flower Bulb Centre） 

○ オランダ国際球根協会（ＩＢＣ）の概要 

オランダ国際球根協会（ＩＢＣ）は、球根のプロモーションを行う機関として、生産者と販売者が一

緒になり、球根業界の利益保護の為に１９２５年に設立された。プロモーションとは、消費者向けの広

報、特に教育に分野では、小学校、職業学校,その他に、業務教育に対しても行う。 

球根とひとことで言っても、①球根植物の球根（ドライ販売）②球根植物の切花、③球根植物の鉢物

の形態があるが、この３種類の形態すべてのプロモーション（広報、教育、展示会、セミナー、ＰＲ、

宣伝）をする。 

設立当初は、現在のように大々的にＰＲをしておらず、外国での商品見本市に出展するようなところ

から始まった。その後、改良を重ね、最近はインターネットでのプロモーションが多くなった。また、

テレビ番組でガーデン、室内装飾等の番組には、必ず現物を提供し、情報、使用方法等も提供する。し

かし現物と情報は出してもお金は出さない。そして、常に時代に沿って革新している。 

ＩＢＣはオランダ球根生産者協会（KABV)とオランダ球根卸売協会（Anthos）の利益の為にある団体で

あるので、理事会も両協会から理事が入っており、理事長はＡＮＴＨＯＳから出ている。この両協会か

らなる理事会により、ＩＢＣのすべてのプログラムが審査され、許可がおりる。スタッフは１３名（フ
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ルタイムに換算すると１０名）である。 

２００８年の予算はＰＴが業界から徴収する業界課税からプロモーション経費が支給され、この他に、

今年ＥＵの補助金をＥＵ非加盟国であるノルウェーを除くスカンジナビア諸国での切り花チューリップ

のプロモーション・プログラムとして予算を得た（企画書名：AFZET CAMPAGNE SNIJTULPEN FINLAND 

DENMARKEN 2008-2009-1010：切り花チューリップ販売キャンペーン フィンランド、デンマーク 2008年

－2009 年－2010 年)。２００９年で約 300,000 ユーロ、2010 年用に約 300,000 ユーロとなる。このＥＵ

の補助金申請に際しては様々な条件があり、計画書を提出する必要がある。その条件とは端的に言って、

オランダの製品のプロモーションではなく、ヨーロッパの商品をプロモーションするという目的でなけ

ればならない。なお、この申請は、LNV の DIENST REGELING 部を通して行う。 

また、スカンジナビア諸国へ輸出する業者から、業務課税以外の任意の課徴金を得て、春に切花のチ

ューリップの宣伝キャンペーンをする。この任意の課徴金は対象国により額が異なる（以下参照）。各国

で１０～２０社の該当する企業がおり、これの９０～９５％以上が合意した場合にのみ行う。 

 

 

【スカンジナビア諸国におけるプロモーション】 

（任意の会費により運営） 

ノルウェー 160.000 ユーロ 

スウェーデン 185.000 ユーロ 

フィンランド  95.000 ユーロ 

デンマーク  75.000 ユーロ 

合    計 515.000 ユーロ 

 

【ＩＢＣにおける２００８年の年間予算】 

 

通  商 3,250,000 ユーロ         

生  産 1,700,000 ユーロ 

――――――――――――――――― 

合  計 4,950,000 ユーロ  

 

一般経費〔間接経費/ＰＲ／その他〕 1,647,000 ユーロ 

各国用プロモーション予算  2,803,000 ユーロ 

 

○ オランダの花き産業の成功の理由について 

球根には砂地であることが重要ですので、オランダの土壌が生産に適していたこと、オランダ人は決

断が早く、問題があれば敏速に対応することによる。 

また、今後については、球根の栽培は、現在ニュージーランドや南米に移行しているが、販売はオラ

ンダ人がそれらの国から買い上げ、オランダを経由して輸出しているので、今後も変わらないと思われ

る。協会の運営について、将来においても、現時のように①消費者、②業務用、③教育の、この 3つに
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プロモーション業務を続けていくとしている。 

販売先については、ロシア人は郊外に別荘を持ってそこで庭仕事をする事を好むので、球根自体も、

切花販売量も増えていくと予想される。 

 

日本語名：オランダ花き仲卸・買参者連盟（VGB） 
正 式 名： Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten 
（The Association of Wholesale Trade in Horticultural Products） 

（以下は、オランダ花き仲卸・買参者連盟（VGB）のホームページ〔http://www.vgb.nl/〕より抜粋 ） 

オランダ花き仲卸・買参者連盟（VGB) は、花と植物の卸売業のための業界組織である。これは会員

の直接の努力による、強い団体であり、彼らの利益の強力な防衛者である。VGB は、これらの利益が脅か

される時には、手ごわい相手となる。VGB は、オランダの観賞用植物総取引高の 65％以上であり、また、

この業界の特徴であるパワー、柔軟性、活力を発している。VGB の会員である企業家は、結果として自信

が増強している。 

 

■ 力強い交渉人 

VGB 取引委員会は、市場ポリシーやその実行を含む、取引に影響を与える価格と様々な基準について市場

運営者と協議、交渉を行う。各市場は、交渉代表団を持つ。 

委員会の仕事は、VGB がどのように卸売業の利益を増加させるかの一つの例にすぎない。協会は、the 

Agricultural Wholesale Trade Board、 the Horticultural Commodity Board、 the Holland Flower Council

やその他多くの卸売業に関係するすべての団体の代表機関である。また、政府当局や経済的、社会的な

相手との対話役を務める。例えば VGB は、一般的に拘束力を持つ労働協定を締結する際に、労働運動を

サポートする。これらはまた、あなたの利益となる。 

 

■ 強力なイニシアティブ 

多くの VGBのイニシアティブにより、重要で革新的な開発がもたらされた。VGB は、主に取引を促進させ

るためにすべての観賞用植物の業界で指導的役割を果たしてきた。そのことは、マーケットチェーン全

体の自身の見解を発展させ、定期的に更新している。これは、ロジスティック、ICT、品質保証の分野で

も具体的なプロジェクトをもたらした。例えば、VGB は Florimark 品質マークのパイオニアである。VGB

の品質チームは、生産者の間違った情報を体系的に明示し、市場側の管理の欠如に対応することによっ

て、徹底的な試験で業界を扇動した。 

 

■ 強力なネットワーク 

短い通信網は最高である。VGBは、一般の慣例にしっかり根付いている。運営は、卸売業の様々な面を包

括している：大/小、輸出/輸入、花き/植物、その他。多くの会員は、ポリシーへの直接の影響とともに、

実用的なノウハウや経験に貢献する協会の中で活発である。彼らは、理事会と無数の委員会や作業班で

それを行う。このように、VGB は業界の企業家にとって重要なネットワーク機能としての役割を果たす。

あなたの同僚とこの業界や会社に影響を与えるすべてのことについて議論するよりよい方法は何であろ

うか？ 
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また、キャッシュアンドキャリーや、室内植物デコレーターなど、特定の分野のためのネットワークも

ある。企業家のこの後者のグループには、独自のセクションと行動規範、専門的なサポート、保証基金、

宣伝プロジェクト、トレーニングがある。 

 

■ 強力なコミュニケーション 

VGB は、会員とその他のグループと集中的に連絡を取り合っている。the Agricultural Wholesale Trade 

Board、 Flowers and Plants とともに、Het Groot Handelsblad という業界のための専門誌を発行して

いる。また、ウェブサイトを通じて、継続的にアップデートされた情報を提供する。インターネットで

は、VGB は会員にとって重要であろうすべてにおいて完全な参考資料を提供している。さらに、ターゲッ

トとしたグループを対象としたニュースレターを配布している。すべての会員は、会員が売買を行う市

場での取引委員会の協議結果に関するニュースレターを定期的に受け取る。取引と他のメディアの編集

者は、卸売業ニュースに関する情報を定期的に提供される 

 

■ 会員の金銭的メリット 

子会社である‘Vegekom'を通して協会は、金銭的な利益の提供が可能であるが、これは無数の供給者と

ともに始めた多くの包括協定のためである。会員は、例えば燃料、電気通信、保険、業界誌、事務用品

を購入する際には、大幅な割引による利益を受けることができる。 

 

日本語名：王立オランダ球根・植物卸売業協会（ANTHOS） 
正 式 名： Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten 
（The Royal Dutch Wholesalers Association for Flowerbulbs and Nurserystock） 

王立オランダ球根・植物卸売協会は、１９９６年７月１日に、オランダ球根卸売協会（【蘭】de Bond van 

Bloembollenhandelaren／英】Association for Flower Bulb Traders ：設立１９００年) と、オランダ

植物卸売協会（【蘭】de Bond van Plantenhandelaren ／ Association for Plant Traders ：設立１９

１７年）の併合により、オランダ球根・植物卸売協会 Bond voor de Groothandel in Bloembollen en 

Boomkwekerijproducten (BGBB)として設立され、その後２０００年２月１０日の１００周年記念では、

ベアトリクス女王から「王立（【蘭】Koninklijk）」の称号を与えられ、現在の形（KGBGBB：de Koninklijke 

Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten）となった。しかしながら、この呼び方が一般には

非常に分かりづらく、発音もしにくいため、ANTHOS（ギリシャ語で「花」の意味）という呼び名がつけ

られた。 

球根、植物、またはそれらに関連する商品の輸入や輸出をしているオランダのすべての会社は、同協

会に加入することができ、会員は、協会の様々なサービスを活用しながら、自身の利益を、専門的アプ

ローチによりメリットを得られるものとしている。 

まず、業界の代表として、以下の組織、団体に理事や委員を務めるなどして関わりあい、会員のビジ

ネス環境の改善に貢献している。 

 園芸生産管理機構（ＰＴ）  

 プロモーション機関：オランダ球根協会（ＩＢＣ）、オランダ植物広報協会（ＰＰＨ） 

 品質管理機関：オランダ球根検査所（ＢＫＤ）、NAKTuinbouw,、 



212 
 

オランダ球根品質認証マーク財団（Flower Bulb Quality Mark Foundation Holland） 

 オランダ園芸関連組織：フロリアード財団、the Foundation National Depot of Ornamental Plants、 

フラワー＆フード財団  

 オランダ植物関連組織：the Chambers of Commerce for Rijnland and West-Friesland/Waterland; 

the Greenport of the Flowerbulb district and Boskoop Region 

 

同協会では、総合委員会のもとに球根部門委員会と植物部門委員会に分けられ、それぞれの市場に即

した方針が決められる。会員は、どちらかに参加することができる。 

同協会の活動は、国内外での会員の利益の拡大、各種問題の解決、会員へのアドバイス、のアレンジ、

販売時の条件や価格の規定、その他多岐にわたるサービスの提供。これらは、球根協会の核となる活動

である。 

 部門委員会とそれぞれの会員は、市場でのチェーンアプローチ、プロモーション・プログラム、商業

的な方針の問題に関して、政府と民間司法組織とコンタクトを取っている。委員会と事務局の通信網は

短く、決定事項が早く実行され、事業部が適切なサポートを受けることができる。 

同協会では、情報を会員に早く効果的に伝える為に、インターネットと回覧（ほとんどはメールによ

る）を利用したり、業界紙「Varkwerk」を活用するなどして、いち早く会員に最新のニュースを伝えて

いる。これに加え、販売と部門に関係する問題に焦点をあてた会議も多く開催される。 

 

○ 活動内容 

（部門別の課題と取引課税） 

 ＰＴへの業界課税の支払いと、活動方針へ協力及び連帯責任 

 普及、市場参入、品質、植物検疫、環境、顧客、教育、調査、輸送、空間計画を取り扱う組織、委

員会などへの参加 

 国内外の政府と組織とのポリシーの調整 

 

（取引と販売） 

 市場参入に関する国内（外）の方針の作成における監督的役割を果たす 

 ヨーロッパ内での販売に関してアドバイスする 

 普及方針のアドバイスと共同融資 

 国際的な植物検疫のポリシーの管理と共同融資（特にアメリカ、カナダ、日本のため） 

 取引上で障害が発生した時には支援を提供する 

 

（輸送） 

 輸送会社や保険会社との意見交換 

 ロッテルダムとアントワープの港から運び出されるコンテナ検査をアレンジ 

 

（ＩＴ化） 

 データ通信とインターネット取引の開発に関与 
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 球根と宿根草の需要供給システムの開発と利用 

 

（リサーチとイノベーション） 

 販売をサポートする統合的なリサーチプロジェクトの開始 

 アメリカにおける球根と宿根草のリサーチプログラムの運営と融資 

 イノベーション・プロジェクトの開始 

 

（団体協約、雇用、訓練） 

 球根卸売業の労働協約と苗の団体協約に関する交渉 

 労働市場のポリシー作成に関する密接な関与 

 Flower Bulbs Academy 委員会と Nursery Stock Education Committee への参加により部門別の訓練

ポリシーの枠組みを提供 

 勉強会とワークショップの開催 

 

（空間計画） 

 空間計画の分野の課題についてのコンサルタント 

 グリーンポート Dune、球根栽培地、グリーンポート Boskoop の発展に積極的に参加 

 

（サービス） 

利益の一般的な増加に加えて、球根協会は会員の個々の課題や共有の問題が生じた場合にはその支援

をする。サービスの範囲は以下とする。 

 取引と輸出 

 ビジネス、団体協約と雇用 

 債権の回収と管理 

最新の協会のサービス内容に関しては、球根協会事務局、またはホームページから入手可能。 

 

（金銭的利益） 

同協会はメンバーベネフィット財団に加入しており、会員はメンバー割引として、インターネットや

電話料金、国際宅配便、収集、保険、ホテル宿泊料金、安全と衛生や環境のサービス、その他にも多の

メリットを得られる。 

 

日本語名：オランダ樹木生産者組合 

正 式 名：Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB) 

（The Dutch Nursery Stock Association） 

○ オランダ樹木生産者組合（ＮＢｖＢ）の概要は、オランダにおける樹木類の生産者組合である。 

オランダ樹木生産者組合（ＮＢｖＢ）は、オランダにおける樹木類の生産者組合である。ＮＢｖＢは、

農業生産セクター全体の利益促進組織である LTO Nederland と協力関係にあり、樹木生産と接点の持つ

多数の外部組織においても、セクターの利益を代表とした組織である。 
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○ 事業概要 

ＮＢｖＢでは、特定の品目によってグループわけされている。 

① 森林・生け垣用の苗木生産グループ 

② 果樹生産グループ 

③ 街路樹・森林・講演得用樹木生産グループ 

④ バラおよびバラ大機生産グループ 

⑤ ポット・露地栽培観賞用植物生産グループ 

⑥多年生植物生産連合会 

 

 これらのグループでは、それぞれ共同研究グループや、視察グループを組織している。これは、知識

の交換を目的としている。昔からあるオランダの園芸業界における情報をオープンにするという気風は、

急速に進む業界の専門化、大型化により、次第と生産者が閉鎖的になっていった。しかしながら、商売

の利権が直接損なわれない限り、生産者は今でもお互いの経験から学びあいたいという欲求があり、こ

れを同グループによって可能にしている。 

また、これら生産グループは、各種研修コースを組織し、技能と経営の向上に貢献している。 
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Introduction 

This Sector Report 2009 is based on various reliable sources in the Floricultural sector and 
gives a detailed insight into the European flower and plants sector. Sources that are used are 
the most recent consumer trend reports, sector analysis, floriculture data reports and 
floriculture business magazines. If applicable, the name of the source is added to the text 
and can be used for reference. 

Together with this report, a separate zip file is added for further reference.  

This file contains: 
FloraHolland 2005 OTA rose growers meeting PPT (English) 
FloraHolland IFEX 2008 PPT on virtualization and standards (Japanese) 
Greenport Holland report PDF (english) 
Export statistics XLS with all destinations exported from The Netherlands (Dutch) 

We hope that you will enjoy reading this report and that it gives you more insight into the 
European floriculture sector. 

About the author: Jeroen Oudheusden 

After his study Business Economics & Marketing at the Amsterdam 
University, Jeroen Oudheusden (1968) started working for the 
Aalsmeer Flower Auction in the beginning of 1994. Since then he 
has held various commercial positions. During his working career 
he also participated in the Executive Training Programme organized 
by the European Union and lived and worked for 2 years in Tokyo, 
Japan.
He has an extensive network in the Floriculture sector with many 
contacts in Asia, North America, Middle East and Europe. Jeroen 
Oudheusden now holds the position of manager e-Business at 
FloraHolland. In this position he is responsible for the developing 
and coordination of the FloraHolland e-Business strategy. 
Jeroen Oudheusden is a well received speaker in various floriculture 
and perishable congresses and seminars. He recently attended 
congresses and seminars in Vitoria (Spain), Munich (Germany), Bari (Italy), Dubai (UAE), 
Miami (USA) and Tokyo (Japan). 
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1. Market Developments Europe 

1.1 Sector reports, Introduction to the floriculture industry 

The most recent 2008 studies of the banks that have a large focus in the Agricultural sector 
in Holland are ABN/AMRO and Rabobank. We have included a brief summary of the 2008 
reports.

1.2 ABN/AMRO sector analysis 
The number of glasshouses will decrease the coming 
years. The remaining companies will show the process 
of enlargement. Scaling up gives more potential for 
efficient manners of producing against lower costs by a 
better use of labour and return on investments. Looking at the assortment, the companies 
will aim more at the cultivation of specialities, where attention is given to novelties. The size 
of the Dutch market will show the coming years hardly any increase. The export can increase 
on the other hand. The largest increase will appear according to ABN AMRO in the export to 
a number Eastern-European destinations.  

Dutch growers experience on the world market particularly the competition of growers from 
Africa. The Netherlands can compete by saving costs. The production of flowers and plants 
against low cost will be very important this next decade. New developments such as the 
production with less energy usage will be helpful. Furthermore The Netherlands must use its 
strong points of quality, service, assortment, quality proportion, clustering activities and 
innovation. 

1.3 Rabobank sector analysis  
Europe’s share in the global market for floriculture at consumption 
level is estimated between 40% and 50%, Growth in eastern 
Europe’s largest markets Russia and Poland has been spectacular. 
Eastern Europe as a whole is very promising and the growth in this 
region is expected to grow by an average of 5% to 10% annually. 
The western countries are expected to grow by only 2% to 4% 
annually over the next 18 years. At this moment the economic 
turndown is leading to lower expenditure on flowers and plants. 
Rabobank believes that there are still opportunities to expand the 
market by improving availability, quality and marketing.  

Online sales are expected to grow by double digit numbers at the cost of the more traditional 
florists’ market share, and also creating additional demand from suppliers.  
Whereas consumption of cut flowers is concentrated in only a few regions, the production of 
cut flowers and plants takes place all over the world. More and more, companies from 
emerging floriculture nations, in particular India and China, are also stretching their 
tentacles into African and European floriculture. In general, cross-border and cross-continent 
investment are becoming more common in floriculture. Eventually, for European companies 
who strive for continuous growth, involvement in non-European distribution centres and 
channels would be a logical step. 

Because of the increases in sourcing from low-cost countries, online trade and innovations in 
logistics and packaging, global floriculture trade is expected to grow even faster in the 
coming years. Furthermore, distribution processes will change drastically. A growing share of 
supply will not be present in wholesale and auction buildings but will be transported directly 
from the producer to the wholesaler or retailer. The total supply chain will operate more 
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efficiently and become more transparent in the future. Physical product flows and virtual 
information flows will be more and more separated. 

Rabobank expects an industry shake out to speed up. The current trade is still very 
fragmented and the number of large companies is limited. As a result of the increasing 
transport costs, the euro exchange rate, retail pressure and the ageing of the company 
owners- consolidation has taken off and is expected to continue in the coming years. 
Rabobank indentifies two major moves for the wholesale and trade business: to excel or to 
be different. Companies focussing on the lower end of the market need to excel in efficiency 
to be successful. In the higher end market, wholesale and trade companies can add value to 
customers by supplying unique or innovative products/services. In the higher-end market 
segment companies that have deep understanding of markets or products, or a large extent 
of flexibility or innovativeness will be successful. For the Rabobank world map, see appendix 
3

1.4 The floriculture market in Europe in 2008 
The Total trade of Horticultural products from the 
Netherlands reached 5,3 billion euros, a decline of 
3% compared to 2007. for cut flowers the decrease 
was 4%, plants almost 0% and propagation 
material decreased 1%.  Pressure on the prices was 
due to three main factors:  

1. demand under pressure 
2. high euro conversion rate 
3. stricter financial requirements  

(source: HBAG) 

On the positive side, the developing eastern 
European countries played a positive role in the 
market. These countries who have joined the EU the previous years benefitted most from 
the free trade zone and grew as much as 22% in 2008. Unfortunately it was not enough to 
compensate for the decrease on the main markets.  

The exports to the top 4 countries Germany, UK, France and Italy, the decrease amounted 
220 million euro. Especially the UK suffered most from the depreciated Pound that started in 
2007. The decreasing buying power affected not only the exports from Europe but also the 
demand for good quality import flowers from Africa.  

An interesting phenomena also showed again during recent years. The growth of the 
European market itself gives more room for export to more and more countries. In 2000 the 
Netherlands depended for almost 90% on the top 10 most popular countries, now this has 
gone down to 80% which gives the possibility to lower the risks. 

1.5 Pessimistic Start of 2009 
The start of 2009 was not so promising and the export companies qualify it as a slow start. 
The recession rumours also affected the export and trade in the Netherlands. Extra pressure 
was caused because of the extreme winter conditions in central en south Europe. The 
important street outlets were closed most of the time during these cold winter days. It 
caused less supply but also for a 8% lower demand in January.  

Again the expensive euro and the defensive approach by banks contributed to the negative 
atmosphere. The export value of cut flowers dropped in January with more than 10% to € 
224 million. Russia and Poland also dropped their demand and could not compensate the 
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steeper drop in other countries. The export of potted and garden plants dropped with 3,4% 
to € 130 million, opposite to an increase of 6% in the previous year 2007 (source HBAG). 

The already mentioned defensive approach by the banks also put pressure on the sector. 
The average term of payment increased to 55 days. Since insurances and loans are more 
difficult to get, this also puts pressure on the trade because the exporters and wholesalers 
will try to limit their operational risks and this has a negative effect on the trade. For the first 
time in many years the call for the government to support the banks and stimulate the trade 
directly.

1.6 Crisis in Europe, effects for horticulture sector 

The specialized magazine “vakblad voor 
de Bloemisterij” publicised an article in 
the February 2009 about this subject. The 
Worlds largest Export group Dutch Flower 
Group stated that only because of the 
relatively good December month that 
2008 was closed with black ink, but DFG 
stated that the outlook for 2009 was conservatively positive. The market trend is that 
importers ask for a more basic assortment and high priced products are not wanted anymore 
leading to lower prices.  
Currency problems cause the export to non-euro countries like the UK, Sweden and 
Switzerland to drop because of the strong euro. The DFG also is confronted with increasing 
payment terms. DFG says that they are not accepting these extra risks and are terminating 
clients and, as a consequence, it costs turnover. Retailers are also playing this card, they are 
reliable in paying bills but are increasing the terms to 50, 70 and even an incredible 120 
days. It leaves export companies the difficult choice of accepting it and in the meantime 
force them to solve the liquidity problems.  

The outlook for 2009 is not positive. Even the promising Russian export is slowing down now. 
The oil price is going down and although a good sign for consumers in Europe, it leaves the 
Russians with less income because they are highly dependent on this oil income and it also 
has affected the exchange rate of the Russian currency.   

“We aim our hopes for 2010, crises like this take 2 years 
before settling down. For the average European citizen there 
is no acute problem, they have work and money to spend. But 
they are more cautious in spending money because of all the 
attention in the press at this moment” (A. van Duijn, CEO 
DFG)
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2. Import Developments  

2.1 EU import statistics 
The total import to the EU has increased the last years, also because of the expanding EU 
with mainly eastern European countries that have entered the EU free trade zone. In 2007 
210.140 ton is imported, the Netherlands being the leading import destination with over 
65%. In total the EU import volume increased with 4,8%. The total import volume for the 
Netherlands increased to 136.623 ton (+8%). Africa remaining the most important area for 
imports to the Netherlands. Latin America has a 16% market share, the middle East is 
decreasing -3%.  In the following table “aandeel” stands for “share” and Africa is followed by 
Latin-America, Middle-East, Asia and North-America and Europe excl. EU. 

         Source AIPH, 2008 

The total cut flowers imports increased with 9.632 ton (5%) to a total of 210.140 ton 
(source:AIPH). The Netherlands stays the largest importing country from non-EU countries 
and its market share increased with another 2% to 136.623 ton. In the following table 
“aandeel” stands for “share” The Netherlands is followed by the UK, Germany, Belgium, 
Spain, Italy and France. 

        Source AIPH 2008 
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2.2 How do Dutch growers deal with increasing imports? 
Taking the case of roses, the situation in The Netherlands is best described as concerning. 
The worldwide acreage of roses is increasing, but not for The Netherlands. The image of the 
Dutch Rose is undisputed. And it’s main outlet to the consumer, the flower shops will 
continue to play an important role in the future. But growers need to position themselves 
better, have better marketing of their products and fulfil their promise to the customer.  

FloraHolland was invited at the yearly “barakai” rose growers meeting in 2005, organized by 
Japans largest Flower auction OTA. The full presentation in PPT format is included in the 
documents appendix. The presentation showed the situation of the Dutch growers being 
confronted with the growing share of competing import products.  

The presentation highlighted 4 major developments that are main reasons for the current 
changes in the market.  

1. specialization of sales channels 
2. assortment changes 
3. increased imports 
4. production costs 

1). The demands from supermarkets and flower shops are quite different, it is not longer 
possible to produce the same product for both sales channels. Growers must make choices 
or get stuck in the middle and will not be able to survive.  

2) The market wants new introductions; as a result the assortment is changing very rapidly. 
Both new varieties in colours but also in stem length and head size. Besides that the export 
companies expect a reliable quality and that put growers under pressure, the experience 
curve is shorter by the changing assortment. 

3) Imports have increased steadily over the years. From the start in the mid nineties the 
share of imports from non-EU countries has risen to almost 40% of all sales in Europe. 

4) The last development is that of the cost price in Holland. It is increasing due to higher 
labour and energy costs and that is a threat to the profitability of the growers. It also drives 
innovation. The flower industry is investing in techniques to reduce energy consumption and 
improve automation in the greenhouses to reduce labour costs. 

Recently the Dutch rose growers have made some hard choices. The choices are all about 
adding focus to the activities.  

• Assortment
• Quality
• Price
• Approach to the market and in their sales 
• Cooperation 
• Investment abroad 
• Switching to other flowers, plants, fruits or vetgetables 
• Stopping
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2.3 Opinion of the young generation rose growers 
Three of the young generation Dutch rose growers give their opinion recently at a growers 
meeting in The Netherlands.  

Rob Persoon, a 30 year old “grand prix” grower states that he sees himself as an entrepreneur 
who wants to be in the top segment. Stable and good quality are very important if you want to 
promote your product and build a name. He also sees that because of his attention for the 
product he has not enough time and expertise to promote his product. That is why he has asked 
a specialized PR company to organize his marketing and promotion. He is very clear about 
making choices and also staying in Holland. His main points are: choose a segment to be in and 
be the best in it and secondly do not try do everything yourself but use specialists in fields that 
you are less strong yourself. 

Frans Steejo is a “pole position” rose grower. He wants to maximize his earnings to be able to 
develop continuously. All options are open at the moment, also to go abroad. He claims that 
management is various fields is very important. Energy is an example of a new management 
field. Because he invested in new techniques he says he makes money out of his enery producing 
greenhouse. He has picked a red rose that produces long stems in the highest quality and aims 
for the top in the market. 

Karel van Rijn is an “Avalanche” rose grower. He has a long term plan to cultivate roses but says 
that he is realistic about it and is not growing roses because his parents did for so many years. 
He also states the importance of good and stable quality. They invest in all means to achieve a 
reliable process, so also investing in training for personnel is important. They focus on the clock 
sales but are very interested in joining virtual trading platforms together with their buyers. Also 
for this grower is settling in Africa a possibility that he does not rule out for the future.  



3. Country analysis 

The following paragraphs deal with three of the main countries Germany, United Kingdom, 
France and the most promising country of this decade, Russia. For the main export 
destinations the HBAG holds records of exports to these countries from the Netherlands and 
using this data to provide a quarterly insight in what is called a retail matrix, i.e. to what 
sales channels is exported. It gives quite an accurate indication of the spread and 
importance of the different sales channels. 

         Source: HBAG Q1 2008 

For Germany we see that wholesalers and Supermarkets have the highest shares, C&C 
following. The main C&C are operated by companies like HBI (45 C&C), Danners/Florimex. 
Both companies are > 85% sourcing from the Netherlands. NBV/UGA (Landgard) is by far 
the largest C&C for Plants. In France the traditional wholesalers have the highest shares. The 
UK is dominated by the large supermarkets, both for mono bouquets but also for expensive 
bouquets. Italy is the most traditional of the main countries, 85% of the market id 
dominated by the wholesalers.   

We will now look into four main countries as stated above. These analyses are based upon 
the FCH/PT reports. 

3.1 Germany  

Total Market for cut flowers and potted plants
The market for cut flowers and pot plants ended up at an estimated 
value of € 7.098 millions in 2007. 41% came at the expense of cut 
flowers and 59% of pot plants. Recently is clear that a larger part 
of the spendings comes at the expense of pot plants. The total consumption per person was 
€86 of which €35 for cut flowers and €51 for pot plants. With respect to 2006 consumption 
has decreased slightly on cut flowers and a little bit more has been spend on pot plants. 

Consumers 
In 2007 58% of the German population bought flowers. Houseplants were bought by 49% of 
the German population. Particularly flowering house plants became more popular. The total 
annual spendings per person of cut flowers have decreased in 2007, with respect to 2006 
with 3%. There was an increase of the spendings on houseplants with 10%. The average 
price of cut flowers in 2007 was €5,21. This is just as high as in 2006. This comes especially 
because more (relatively cheap) mono bouquets have been bought. For a mixed bouquet the 
Germans paid on average 5% more than in 2006.  

In 2007 50% of the spendings on cut flowers existed from mono bouquets and almost a 
quarter comes from mixed bouquets. Flower arrangements determine 26% of the 
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assortment of cut flowers. Out of the total spendings of houseplants by German persons, 
72% came at the expense of flowering houseplants. Green houseplants had a share of 18% 
in the spendings. 

The German consumer buys especially flowers for gift giving, 
this has remained unchanged with respect to the previous 
years. Within the total spendings on cut flowers in 2007, the 
share of the gift segment was 52%. 50% of the Germans 
name flowers spontaneous if asked for their their top 5 gifts. 
Flowers are in the eyes of the Germans a (traditional) gift 
which is well suited for anniversaries and other festivities. 

Business market 
The percentage of companies that give a flower gift to the staff is stable throughout the 
years with 28%. The most important occasion remains the anniversary, followed by jubilees. 
Giving plants to the staff for a certain occasion is still not usual, at least less usual than 
giving cut flowers. Approximately 11% of the companies sometimes give plants to the staff.  

Retail outlets 
The florist is the most important purchase channel for the purchases of cut flowers and 
houseplants at consumer level. In 2007, the florist had a market share of 54% for cut 
flowers and 28% for houseplants. With respect to 2006 the florist lost some market share 
especially in favour of the hypermarket. 

Wholesalers
The German wholesalers are facing difficult times. Their most important customers are 
florists, street outlets and they purchase less at the German wholesalers. They are faced by 
increasing competition, uncertain company succession, little financial possibilities and direct 
purchase at the Dutch auctions.  

Beside the traditional flower wholesalers there are grower 
associations, large production companies and Cash & Carries set up 
with a vast assortment regional and foreign products. They are an 
important purchase channel for florists. According to the German 
importers/wholesalers there are a couple of developments 

important such as a more far-reaching concentration of purchase channels and suppliers. 
The Netherlands is especially appreciated as a supplier of cut flowers and houseplants 
because of the professionalism of the sector. Less positive is the quality level of the products 
and the provided service.  

Import and export
German imports of cut flowers show the last years a decreasing trend. The Netherlands have 
a share of no less than 89% within the German import of cut flowers. This share has hardly 
changed the previous years. For pot plants approximately 68% of the German import exist 
from Dutch imports.
The total exports of cut flower from the Netherlands to Germany was €1.558 millions at the 
end of 2007. The export of cut flowers increased with respect to 2006 with 1% to €881 
millions. For plants €633 millions was exported to Germany, this is practically as much as in 
2006.
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3.2 United Kingdom 

Total Market for cut flowers and pot plants
The market for cut flowers and pot plants had a 
consumption value of € 3773 million. Of this € 2987 
millions came at the expense of cut flowers and € 786 
millions of houseplants. The market for cut flowers and houseplants is still rising. Total 
consumption per head of the population was end 2007 € 62 (flowers and plants).  

Consumers
In 2007 the percentage of persons buying cut flowers was 61%. For houseplants it was 32%. 
In the year 2007 an average of £ 7.65 was paid for a bunch of flowers and £ 8.56 for 
houseplants. Mixed bouquets have the largest share with 56% within the cut flowers totally. 
Mono bouquets have a share of 43%. Rose, Lily, Chrysanthemum and Carnation are the 
most popular. For houseplants the flowering plants have the largest share with 64%. Green 
plants have a share of 27%. Particularly the orchid has experienced a considerable increase 
in share (of 9% in 2006, up to 16% in 2007), furthermore are Chrysant and the mixed 
houseplants most favourite.

Business market 
In 2006, 87% of the florists have other companies as a customer. Approximately 20% of the 
cut flowers and houseplants sales is for the business market. In 2006, an investigation has 
been conducted to the use and image of cut flowers and plants within the business market. 
At 61% of the companies in UK is flowers and/or plants are present. In 2002, this 
percentage was 68%. Flowers are particularly given at anniversaries of the staff, farewell of 
the company, birth and if an employee is ill.  

Retail outlets 
The hypermarket is the most important purchase channel for the purchases of cut flowers 
and houseplants at consumer level. The market share of the hypermarkets for cut flowers is 
almost 70% in 2007. The florist are on second place with a market share of 14%. Ranking 
the hypermarkets, Tesco is on the first place with a market share of 30% for cut flowers and 
25% for houseplants. Other hypermarkets are Sainsbury, Morrisons and Asda for cut flowers 
and for houseplants Sainsbury, M&S and Morrisons are dominant. These hypermarket chains 
have also their own webshop for flowers. Moreover more and more consumers find the 
Interflora, Teleflorist and Flowergram 
Internet sites for their flower purchases. 
Also other non-food retailers such as John 
Lewis and Next take their place with online 
flower purchases.  

Concerning houseplants the market share in 2007, the hypermarkets take 42%. Garden 
centres are on a second place with a share of 20%. Under the garden centres Wyevale, with 
a market share of 20% for both houseplants and garden plants is the market leader. DIY 
stores are also picking their share in the plant market, the market share has increased from 
9% in 2005, up to 12% in 2007.  

Floriculture Sector Report 2009  page 12 



Wholesalers
In Great Britain there are approximately 35 wholesale markets where cut flowers and 
houseplants are traded. For British wholesalers the Netherlands the most important supplier 
of cut flowers and houseplants. The most important reasons to buy in a certain country are 
the degree of specialisation and a good reputation. Kenya and Colombia are at present 
considered by the British wholesalers as important producers of roses and carnation. Italy 
has a good reputation for supplying plants. The British wholesalers expect that the 
Netherlands will lose more and more market share the coming 5 – 10 years.  

Import en export 
More than 80% of the British import came from the Netherlands. The import share of the 
Chrysant and the Rose has increased in 2007. The share of the carnation has however 
decreased. The Netherlands the most important supplier of pot plants with a share of 66%. 
However this line is decreasing as from 2005. The flower export shown from the Netherlands 
however still has an upward trend. In 2007, the cut flower export reached almost € 732 
millions. Also the export of pot plants has increased to € 176 millions. 
In 2008 this trend was stopped by the devaluation of the pound, causing the exports form 
The Netherlands to drop with 18%. This has affected the export companies and growers in 
Holland. Together with the crisis on the monetary field, the next few years will be quite 
difficult.

3.3 France             

Total Market for cut flowers and potted plants
The total market for flowers and plants in France amounted to € 3.1 
billion in 2007. The cut flowers account for the largest turnover. The 
total consumption per person was € 51 in 2007. of which € 31 was 
spent on cut flowers (a very light decrease) and € 20 for potted plants (constant). 

Consumers
After a couple stable years the market for cut flowers has decreased slightly. Cut flowers are 
popular both for personal use and gift giving. Cut flowers are considered as a product with 
which emotions can be expressed. The gift segment is the most important segment on the 
French market. Approximately 69% of the spending on cut flowers are for gift purchase. 
Within the category cut flowers the French consumer spends most on the mixed bouquet.

Potted plants are nice to give and the French find the longer “vase” life is an advantage. 
Flowering plants are also nice to get or to give but more than green houseplants they are 
bought to create a nice atmosphere. From 2005 the market for potted plants remained 
nearly stable. The gift segment is most important for house plants, the home use market for 
houseplants is lagging behind.  

The most popular cut flower in France is the rose, both at singular stem sale sale and sale of 
mono bouquets. Followed by the tulip and the orchids. The shares of the different products 
have remained reasonable stable over the years. The pot chrysanthemum is the most 
important flowering houseplant in France. With a turnover share of approximately 29% this 
the most bought flowering houseplant, but nearly all is bought around all saints in November. 
On the Second was for a number of years the azalea, but has lost its position and since 2004 
the orchids claim second place. The traditional flowering plants like Begonia and Cyclamen 
lost market share in the last years. 
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Business market 
Approximately half of the French companies used flowers and plant decorations. This 
concerns the companies with more than 10 employees. To an estimated € 375 millions to 
flowers and plants are spent by French businesses.  

Retail outlets 
France has almost 24,000 points of sale for 
flowers and plants. Half of it are traditional 
flower shops. For the French consumer the 
florist is the most important purchase channel. 
On second place are super- and hypermarkets. 
For green houseplants the garden centre is 
with 40% the most important purchase 
channel. France has approximately 1,174 
garden centres (2006). Approximately 75% of 
the garden centres have been part of franchise formulas, this percentage increases at the 
cost of the independent garden centres. The do it yourself stores develop as a sale channel 
in France. The sales are not yet fully integrated but follow the seasons peaks (spring for the 
garden and autumn for house plants) Approximately 500 of the total of 2.000 DIY outlets 
have an integrated garden centre so it becomes a more serious product group.  

Wholesalers
In France more than 884 wholesalers in cut flowers and pot plants have been registered. It 
is valued that approximately one third of the wholesalers are established at one of wholesale 

trade markets like Rungis in Paris. The French wholesale trade uses 
several purchase channels. For cut flowers 32% of the purchases are 
bought from Dutch exporters and 27% are bought directly at the Dutch 
auctions. another important purchase channel are the French auctions. 

Like for cut flowers the French wholesale trade for pot plants is focussed at the Dutch 
exporters (35%). Second placed are the non-Dutch exporter (15%). Almost 12% of the 
turnover come directly from French producers. 9% of the turnover value is by own 
cultivation. The Netherlands is especially appreciated for the good price/quality, broad 
assortment, professionalism and good logistics.  

Import/export
The import relies heavily on the Netherlands, cut flowers (90%) and pot plants (55%). The 
total cut flower export amounted to approximately €11 millions in 2007. The French export 
of cut flowers is decreasing from the year 2000 (€ 24 millions).  The French export of plants 
(flowering and green) fluctuates for years between the € 20 millions and € 25 millions.  
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3.4 Russia

Total market for cut flowers and potted plants 
The total Russian market for cut flowers on consumption level was 
652 million euro in 2006. In 2005 it was 603 million euro. Also for 
pot plants there was growth, 168 million in 2005 and 172 million euro in 2006. 

Consumer market 
The total consumption for flowers and plants per person in 2006 was 5.39 euro. Total 
consumption has increased with respect to the year 2005 with 14%. The amount spent  
on cut flowers per head of the population in 2006, approximately on 4.22 euro which is 
higher than the previous years. The spendings on houseplants by head of the population are 
with 1.17 euro in 2006, also higher than in the years before. The percentage cut flower 
purchasers is in Russia very high, certainly in comparison with other countries. In 2006, 
90% of the Russians had bought cut flowers. For plants it was 34%. 

The most popular cut flower in Russia is the rose. Almost three-
quarter of the Russian consumers in 2006 bought roses. 
Second is carnation (32%), third chrysanthemum (28%) and 
fourth is tulip (19%).  

Flowering house plants are mostly bought as a gift. For 
personal use more often green houseplants are bought. The 

most important occasions where houseplants are given, are anniversaries, womens day and 
“just because”. The most popular houseplant in Russia is the saintpaulia, 25% of the 
consumers had bought saintpaulia in 2004. Other popular houseplants are the cactus types 
(21%), pot rose (15%) and the small palm (11%).  

Approximately 77% of the Russian flower purchasers in 2006 but cut flowers as a gift. 
Approximately 23% of the flower purchasers indicated that they also buy flowers for 
personal use (particularly roses, chrysanthemums and tulips). The Russian woman 
particularly buys cut flowers for the decoration of the house. Russians gladly give flowers as 
a gift, it is a rather general gift what you can always give and it fits very well in the Russian 
traditions. The anniversary is by far the most important occasion for buying cut flowers for 
others, followed by womens day, weddings, jubilees and burials.

Business market 
Most of the Russian florists and kiosks have, beside 
consumers, also business consumers. The business market, 
which counts for well over 50% of the turnover, are 
particularly hotels, banks, clubs, restaurants, bars, offices and 
government organisations. Much of these customers order 
flowers and plant for decoration purposes, for presentations or 
other business activities, It is also the custom in Russia to 
give flowers to relations. It is considered as a component of 
the business etiquette.
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Retail outlets 
The florist and kiosk are by far the most important sales channel for 
flowers and plants in Russia. Particularly for flowers their position is 
still very dominant. The coming years little change will come. Slowly 
chains such as IKEA and AUCHAN start to sell flowers and plants. 
Already they are active in selling houseplants and seasonal 
promotions of cut flowers.  

Import & export
The export of fresh cut flowers from the 27 EU countries to Russia has increased enormously 
for the last ten years, to an amount of 138 millions euro in 2006. The Chrysantemum is 
most important flower which is exported from the EU countries to Russia. In 2006, more 
than 39% of the import value came at the expense of the Chrysantemum. The rose counted 
for a quarter of the import value. The Netherlands has a dominant position on the Russian 
market as a supplier of cut flowers. In 2004, and 2005, the share of the Netherlands in total 
EU-export to Russia was decreasing. This was caused by import prohibition because of 
phytosanitary requirements, from in the middle of 2004 up to in the middle of 2005 and 
affected all Dutch flowers and plants. The product flows to Russia, as a result (temporarily) 
were exported by other countries, such as Germany and Poland. In 2006, the Netherlands 
has regained its position. Important competitors of outside the EU are Colombia and Ecuador 
which mainly provide roses.  

The expectation is that the Russian market will continue to grow, provided that the stability 
in economic area remains guaranteed, but with a less strong upward curve. The stability of 
the past 7 years in Russia has led to the attraction of both foreign and internal investors. 
This led to more jobs, more income and now not only the rich upper-class but also the 
middle class people have money to spend. Flowers and plants purchases benefit from this 
trend.

Given the size of the country, the consumption level is not 
everywhere the same. In the 2  capitals Moscow and Sint-
Petersburg people have gotten quite used to a broad and deepl 
assortment and at the same time also ask for higher quality and 
longer vase lifes. In the regions, where the assortment is still 
traditional, the price seems be provisionally still decisive. However, 
the growing economy ensures that these rural areas also will 
experience a fast growth. The development to more mature flower 
consumption the coming years - towards example of Moscow and 
Sint-Peterburg, will lead to more demand for mixed bouquets and 
monotype flowers. Parallel to this also the people will have higher 
quality requirements.
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 4. The Flower Council of Holland  

The FCH promotes the sale of floricultural 
products from the Netherlands on behalf of 
growers and traders, who cooperate closely 
in the process. Activities include market 
research, maintaining trade contacts, and 
developing and executing marketing plans. 
Funding is organized by all growers and traders as well from PT. 

The secret of the success of Holland Land of Flowers is cooperation. Breeders, growers, 
auctions and traders – they face new challenges with a united front. They develop new 
varieties and gear their service packages to the wishes of their customers 

There is much more than meets the eye to any flower or plant that reaches foreign markets 
via the Dutch channels. Much more than the scent, colour, temptation and the huge diversity 
of the products traded through the Dutch auctions all year.  

The Dutch floricultural sector provides them with a number of extras. This starts with the 
breeder and continues throughout the chain to the end products on display at the foreign 
retail outlets. Extras in the form of reliable deliveries, efficient logistics, customization, 
concept development and partnership. The added value that the Dutch floricultural sector 
attaches to all its products aims to create partnership. Holland Land of Flowers is blooming 
thanks to the success of its customers. The involvement of the growers and traders does not 
stop at national frontiers. Together with their customers they are 
constantly seeking new market opportunities, new sales concepts 
and new successes 

A recent article in the leading horticultural magazine “Vakblad voor 
de Bloemisterij” quotes the new director if FCH, Mr. Ivo Brautigam 
who started his job at the beginning of 2009. He states the 
challenge of the FCH as follows: “FCH has an annual budget of 22 
million euro’s to promote flowers and plants from Holland in more 
than 20 countries. And that is quite a challenge!” vakblad 8, 2009

The new 2009 strategy is as follows 

In 2008 the focus was determined by the focus on countries, now it is focussed around 
consumers and sales channels. By conducting consumer research the FCH will be more efficient in 
targeting consumers using promotions and increasing the effect of campains. 
In addition, FCH will be working closely together with all parties involved in flower trade and sees 
this cooperation as an effective tool reaching consumers. vakblad 8, 2009

In my opinion this is a good move because it leads to more effective campaigning and 
promotion. We have experienced that general promotion is effective in the early stages of 
stimulating consumers to buy flowers and plants. This approach will be effective in the 
developing eastern European countries for the coming years. But the majority of Europe is 
already showing signs of saturation and the growth in the main markets is slowing down. In 
those markets, general promotion will prove not to be effective anymore. When the focus is 
on targeting consumers and sales channels directly the costly budgets can be used 
effectively.  

FloraHolland is also using the expertise of the FCH and develops retail concepts together 
with exporters and growers. The knowledge of consumer marketing provided by the FCH is 
needed to develop effective sales strategies and concepts. Both organizations see the danger 
of overlapping activities and close communication should prevent this from happening. 
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5. Consumer trends 2009 / 2010 
The following paragraphs deal with the consumer trends for 2009 and 2010 and are built up 
from various trend sources. Trendwatching.com has an extensive website about trends that 
is combined with the trend watching insights from the flower sector trend watchers. 

“Most of 2008 was about (cautious) optimism, we’re now in a market that 
is decidedly pessimistic. You will find the current downturn reflected in 
some of the trends and examples highlighted in the slides to come: less 
‘bling’ and frivolity, more pragmatism. BUT. While there’s no doubt that 
yes, the downturn will seriously influence consumer behaviour in the short 

term, in the long term recessions have a much smaller impact on broad consumer trends 
than is often expected: the broad changes in what constitutes status over the last 40 years 
have been steadily building, influenced but not stopped by the various slumps along the way. 
Keeping innovation going is an important matter, downturn or no downturn. In the next 
period of two years, try to make up for that by being even smarter and even more attuned 
to your customers’ real needs and wants.” 

“Macro trends are the broad forces of change that create the future context of today’s 
world. They represent the sudden appearance and ongoing progress of emerging global 
phenomena, such as market motivators and consumer values. 
Understanding and utilizing macro trends is now seen as a 
prerequisite for excelling in business, strategically anticipate and 
adapt to change, and alerts us to the threats and opportunities in our 
future business environments.” The most important global macro 
trends for 2009 are defined by Swiss business school IMD 
(www.imd.ch) 

• Economic Power Shifting:
The focus of economic power is shifting to Asia and BRIC in terms of investment and output, 
away from the outdated “Triad” markets of the 1980s and 1990s. The question is how 
independent the BRIC markets will be in driving global growth and what the role of the Triad will 
be.
• Shifting Market Landscape:
While developed countries will remain the largest consumer and industrial markets, the rise of a 
massive global “middle class” in rapidly developing economies (RDEs) will shift the demand 
landscape radically. The competition for these markets will be intense, but which competitors will 
succeed?
• Changing Geopolitical & Security Landscape:
Globalization is driving new dimensions of power beyond military might, including economics, 
resources and technology. But the new global landscape is not stable: risks and nationalism are 
rising.
• Fracturing Global Social Fabric:
Globally the population is becoming older, more urban, more Asian and more mobile. At the same 
time, traditional social structures are fragmenting, shifting notions of personal identity. With 
demands for greater inclusion by previously isolated segments of society, divides—and associated 
tensions—are increasing. 
• Growing Stakeholder Demands on Business:
More stakeholders—public and private—are actively demanding transparency and accountability 
from business. Corporations are seen as part of society’s problems. Can they also become critical 
contributors to required solutions? 
• Changing Consumer Landscape:
In more diverse and mobile societies and economies, new consumer groups are emerging. 
Consumer segmentation now requires new lenses, as new sources of similarity and difference 
emerge. Consumers increasingly demand more involvement in and customization of consumption 
experiences.
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• Changing Industry Landscape:
Business models must become more flexible. Power is shifting along the value chain and the 
competition to create and capture value—and profits—is intensifying. The emergence of BRIC 
multinationals means more intense competition. Flexibility and innovation are critical to avoid 
being “stuck in the middle.” 
• Changing Nature of Capital:
Global financial flows are accelerating, with Asia increasingly funding the deficit spending of the 
US and, partly, Europe, leading to global systemic risks now being realized as the current credit 
crunch redefines the global financial system. New power brokers are emerging, reshaping market 
dynamics and potentially raising tensions. 
• Changing Labor Landscape:
A raging global war for talent for both skilled and “low cost” jobs is increasing. Asia is increasingly 
important for all types of skills. Partnering and outsourcing is on the rise within and across 
borders.
• Growing Pressure on Natural Resources:
Basic resources are under threat, including water, energy, food and habitats/climate. 
Consumption of critical resources is outpacing the rate that the planet can sustain. Public and 
institutional activism is rising, demanding action. 
• Changing Technology Landscape:
A global technology revolution is gaining pace, crossing national borders and scientific disciplines. 
New technologies, including biotechnology and nanotechnology, will reshape industries and our 
daily lives. 
• Changing Economics of Information & Knowledge:
Exploding connectivity and channels for information are making knowledge creation a global 
imperative. Networking is critical! Gaining an advantage in and protecting knowledge is difficult to 
achieve—and even more difficult to sustain. 

Trends for 2010 
In January 2009 one of the leading trendwatchers in Holland, 
Li Edeklkoort presented the trends for 2010. "There is an 
enormous optimism in the US, in spite of the crisis. Barack 
Obama ensures an enormous change in mentality and total 
renewal." This was said by Li Edelkoort. Edelkoort was 
optimistically concerned about the course of the credit crisis. 
Although she also did not know what more surprises we can 
expect, she does not expect that it lasts very long. "This is 
no ordinary crisis. It happened to us. Consumers do not feel 
responsible for what is happening.” According to the trend 
watcher it is especially the very rich people who have lost 
much money. As a result, the 'middle market' returns. "The 
focus now lies more on the group which has less money, but 
still is earning money."  

Colour wise, Grey remains Grey, the dominant colour in 2008 fashion remains according to 
Edelkoort. She called it ' new black' ; a colour for the longer 
period. " We come from the black/white period of Bush. Now 
there is a need for dialogue, to gray scales, nuances." As an 
answer to the crisis we will use according to Edelkoort still 
more textile, in all kinds of loose components of clothing and 
accessories. Because of this the consumer hides himself as it 
were. Furthermore authenticity and creativity are key words. 
"In a period of crisis there is extra need for creativity."  
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The Internet shops have changed the buying behaviour of the consumer. The consumer has 
no interest in long hours of shopping. Now it is possible to buy the stuff in the evening 
behind the computer. Li Edelkoort explains in this way the rise and the success of ' guerrilla-
stores'. She advises retailers to make sure the customer cannot buy the same product lines 
very long. It is very important that we approach the customers in different ways and 
surprise them."  
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6. Productschap Horticulture

The Productschap Horticulture (PT) stimulates all 
parties involved at reinforcing the competitive position of Dutch horticulture worldwide. For 
that purpose the Productschap has organized it’s efforts in 2009 around 7 themes and 4 
tasks,

7 THEMES: 4 TASKS: 
1. Energy 1. Market research and information
2. Labour 2. Research and Innovation 
3. Food, health and well being 3. Promotion
4. Plant health 4. International affairs 
5. Water 
6. Climate change 
7. Market and chains

We will elaborate more on the 7 themes because they give a good insight into the workfild of 
PT. The 4 tasks are integrated in all themes. Promotion stands out and is organized by 
allocating budgets to The Flowercouncil of Holland.  
Technical research projects have been addressed in a long term plan, recently updated in 
2007. In 2008 there were 97 projects in progress, 50% aimed at Sustainable 
entrepreneurship, 45% at cultivation improvement projects and 5% on the topic labour. In 
total € 4,3 million was spent in 2008, in 2009 already € 2 million committed, it will reach 
appr. € 5 million in 2009.  

The 7 themes: 

1. Energy 
PT and the private sector took in 2002 the initiative to transform the 
Dutch Horticulture sector from an energy consuming sector towards an 
energy producing sector. They took on the programme “Kas als 
Energiebron” ie The greenhouse as a source of energy. Furthermore 
are lowering energy consumption and reducing CO2 emission. 

Activities in 2009 include stimulating semi-closed greenhouses, using earth warmth and Bio 
fuel. Also lobbying for reduced gas prices system for growers. 
In February the PT announced to have awarded 8 energy projects in 2009 worth almost 
500.000 euro 

Budget =: 5.000.000 euro. 

2. Labour 
The Dutch Horticulture and green industry wants to be seen as a good and reliable employer, 
work can be done under optimal, safe and pleasant conditions. Work is for people both with 
low and high education. Working hours can be filled in such a way that there is a balance 
between work and private time.  

Activities in 2009 include close monitoring of the labour market and stimulating the flow 
towards the horticulture sector. Also stimulating healthy working conditions by means of 
promotion campaigns and investments in training. 

Budget =: 1.600.000 euro. 
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3. Food, health and well being 
European citizens find food, health and well-being of 
substantial importance. Green living and work surroundings 
are important for the well-being of people. The sector has 
most important food safety risks under control. 

Activities in 2009 include communication plans, monitoring 
food databases, promoting consumption, promoting 
landscaping in new developed regions,  

Budget = 500.000 euro. 

4. Plant health 
A very important theme for the Dutch Horticultural sector. The horticulture of the future asks 
for a production manner which is oriented on reliable food, low environmental impact and 
minimum dependency on pesticides
Sufficient high-quality, durably produced horticulture products, and a good reputation are 
eminent to the Netherlands as a country of origin of products and services. Activities in 2009 
include reducing use of pesticide, research, optimizing techniques. Also Phytosanitary 
regulations and reducing possibility of negative impact on international trade. 

Budget = 1.200.000 euro. 

5. Water 
The topic ‘water' becomes more important for Dutch horticulture. 
Clean and sufficient water is of public interest and importance. All  
companies in horticulture work on a durable water policy and 
switch towards closed water systems. PT is investing in various 
water management projects 

Budget 25.000 euro 

6. Climate change 
Agriculture and horticulture industries are strongly dependent on the climate. The impact of 
the climate change will have a strong effect on these sectors.  
In 2008, an exploration has been carried out to investigate what the overall consequences 
are of the climate change on the horticulture sector. 
Activities in 2009 include systematic research towards the possible economical and physical 
impacts of the climate changes.  

Budget 75.000 euro 

7. Market and chains
In 2009, forms there are new examples of close chain collaboration in the field of 
information, logistical and market. Cost saving in the chain, process improvements, added 
value and the distinctive capacity of the Dutch product. These 
activities take place in close cooperation with Flowers & Food
programme.
Activities in 2009 include setting standards for close cooperation, 
developing standards for data transfer, promoting a uniform coding 
system, International standards are under construction for 
exchanging logistical and product information. International codes for 
all horticulture products are necessary to promote the use of it. 
Improving the systems and technologies for conditioning freshness and quality during 
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transport.  Because this theme has the largest budget I have enclosed in appendix 1 the list 
of projects in 2008 / 2009. 

Budget 6.400.000 euro  
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7. Miscellaneous Related topics 

7.1 Greenports 

With its strong international position, the Dutch 
horticulture is the hub of global import and export 
of flowers, plants, bulbs, vegetables, fruit products. 
The Netherlands also exports a great deal of 
knowledge on cultivation and supply. The 
horticultural trade, various governments and knowledge institutions (universities) cooperate 
within Greenports Holland. The five Greenports in the Netherlands have the following tasks: 
innovating more quickly than the competition, maintaining or acquiring the leading position 
internationally as a service provider or director of product streams and securing the leading 
position of primary production for the Netherlands. This statement is from the chairman of 
the Greenports in Holland, Westland Mayor Sjaak van der Tak. The documents file provided 
with this report includes the recent Greenport document. This report was made especially for 
the 2008 China trade mission of the Greenport managers when they visited Shanghai, China. 

7.2 Energy 

In addition to developing innovations in the fields of product and services, the floricultural 
sector also focuses strongly on energy consumption. By 2020 the sector aims to be entirely 
independent of fossil fuels. Between 1980 and 2003 the Dutch greenhouse sector already 
succeeded in halving the energy consumption per product unit.  

In 2010 energy savings 
will have risen to 65%. 
Under the heading 
‘Greenhouse as a source 
of Energy’ the sector has 
created a five point 
programme involving solar 
energy, geothermal heat, 
bio-fuels, low energy 
varieties and the improved 
utilisation of sunlight. In 
the future the sector can 
switch from being an 
energy consumer to 
becoming an energy 
supplier.

Already more than 10% of household energy in the Netherlands is supplied by nurseries that 
use combined heat and power plants. Nurseries will be aiming to supply residual heat to 
private homes. 
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7.3 “Green” logistics 

FloraHolland is actively engaged in a number of supply chain projects aimed at making the 
chain greener. Examples include the use of extra long trucks, international intermodal 
transport, faster rail and high speed freight trains. Another example is transport by sea 
container, using climate control and conservation techniques.  

Contribution to reduction of CO2 
Compared with airfreight, transport by sea container makes a significant contribution to the 
reduction of CO2 and, by extension, to the green supply chain. In 2007 FloraHolland started 
to develop sea container transport. In collaboration with MPS (Floriculture Environment 
Programme) work is also in progress on the registration of CO2 emissions.  

At the Hortifair 2007 FloraHolland started up a collaboration with TransFresh, a subsidiary of 
Chiquita, under the name Fresh Flower Solutions. Over the 
past year around one hundred containers of roses, 
Hypericum and Gypsophila have travelled from Central 
America (Ecuador and Colombia) to the marketplaces of 
FloraHolland. Their ambition is to ship flowers by sea 
container from a third country (Kenya) this year. Testing 
has also been extended during 2008 to include determining 
the resistance to sea transport of a further two cultivars 
(carnation and Chrysanthemum).  

Conditioning and faster transport 
In recent years the supply chain activities of FloraHolland have included projects such as 
HST Cargo (high speed trains) and the ‘Faster Rail’ initiative. The focus of these projects is 
on improving the speed, efficiency and environmental friendliness of transporting floricultural 
products. By 2012 the plan is to use HST Cargo, in which the VGB (Association of 
Floricultural Product Wholesalers) is a participant, to transport the first shipments of flowers 
by rail to France, Belgium, Germany and England. The time savings on the route between 
Amsterdam and Marseilles could amount to up to 14 hours (7 hours by train, 21 hours by 
road).

Good chance of success
Flowers and plants are perishable products and every day lost in the supply chain means a 
loss of quality. Speed and controlled transport are essential but conditioning and 
conservation within the chain have even more impact. Research by institutes including Davis 
University (USA) and Wageningen University (the Netherlands) has confirmed this. For this 
reason the transport tests, in which FloraHolland participates, are also aimed at optimising 
transport temperature and conservation. The available knowledge and technologies provide 
a good chance of success for international intermodal transport solutions 
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Appendix 1 

Projects related to 7. Market and chains
______________________________________  

1. Plantform  
Software integration for 34 potplant growers 

2. Linnaeus  
Modernizing VBN coding

3. Coding Green products   
Developing uniform (bar)codes for Garden centers (www.levendgroen.nl)

4. Business Intelligence in the horticulture chain 
Developing ICT solutions for exchanging operational data 

5. KISSiT
Sharing and exhanging logistical information between growers, 
transportcompanies,  auction and trade.  

6. Florilog
Logistical innovation and international supply chain 

7. I-centre Trade & logistics
Reinforcing Wholesale trading organizations 

8. Edibulb
Stimulating standards in the bulb sector

9. Logistic efficiency in bulb trade  
Improving logistical standards in the bulb sector 

10. Automizing  measurement of trees 
Aimed at using the information in supply processes and sales 

11. RFID Technology
Testing tags and exploring possibilities 

12. Horticulture  International & Digital 
Exploring the possibilities in using XML techniques  
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Appendix 2 

Summary of the Flowers&Food Innovation Programme 

The Dutch horticultural cluster is a global trendsetter and the undisputed 
international market leader in some areas. It forms the heart of an international 
network of floriculture, bulbs, decorative trees and fruit and vegetables and is 
also a strong pillar of the country’s prosperity. The horticultural cluster 
employs 460,000 people, accounted for 24% of the total surplus on the balance 
of payments in 2006 and had an export value of 14 billion euro in the same 
year. The horticultural sector is seeking to maintain and expand its leading 
position. Independent trends, social issues and new consumer demands, 
however, mean that the strong international position of Dutch horticulture is 
not self-evident. Dutch horticulture will need to innovate better, faster and in a 
more market-oriented and sustainable way than its competitors. The 
Flowers&Food Innovation Programme has been set up to achieve this goal. 
Programme lines 

The Flowers&Food Innovation Programme has a five-year term. Over these five 
years, the programme will encourage a different type of innovation by the horticultural 
cluster: innovation from the consumer and society and innovation in cooperation 
within the horticultural cluster and with new partners in other sectors. 
The Flowers&Food Innovation Programme consists of three programme lines with 
several action lines under each: 

1. ‘Creating value in the horticultural cluster’ programme line 
Being able to create value more quickly and effectively for society and consumers. 
This is the goal of the ‘Creating value in the horticultural cluster’ programme line. 
Concepts and assortments are designed to contribute to a sustainable living 
environment, contributing to the health and well-being of consumers and also cater to 
consumers’ needs. 
Working from the outside in is the key concept. Discovering and assuming signals 
from society and the market and translating them into concepts and assortments in 
open innovation: in new alliances with parties inside and outside the horticultural 
domain.
The innovation projects in these programme lines are about horticulture achieving the 
power to develop concepts linking social and economic added value. These projects 
are not about actually marketing concepts. This is the responsibility of entrepreneurs 
themselves. The projects result in methods and procedures to set up these types of 
concepts, applicable for multiple entrepreneurs. 

1. ‘Creating value in the horticultural cluster’ programme line 
• Market alignment and concept development 
• Health and well-being 

2. ‘Sustainable, responsive chain networks’ programme line 
• Chain network governance 
• Intelligent production 

3. ‘Investing in competences’ programme line 
• Determining needs 
• Competence development programmes 
• Making knowledge sustainable
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Action lines 
• Value patterns in society and lifestyle and consumption trends are the starting point 
in the ‘Market alignment and concept development’ action line. Methods are 
developed to translate them quickly into innovative concepts. 
• The ‘Health and well-being’ action line involves working to improve the 
characteristics of vegetables, fruit and floricultural products making a positive 
contribution to the health and well-being of consumers. 

2. ‘Sustainable, responsive chain networks’ programme line 
This programme line enables the horticultural cluster to address demand from the 
market and society as flexibly and as effectively as possible. All aspects of production 
management, technology, logistical support and scheduling are aligned during 
development and integrated with each other. This means that the chain performance 
of Dutch horticulture is difficult to equal in terms of sustainability and cost. 

Action lines 
• The ‘Chain network governance’ action line involves intelligent systems for chain 
network governance being developed in the Netherlands. This enables Dutch 
horticulture to respond to the market demand by combining sustainable production in 
the Netherlands with products with international origins. 
• The ‘Intelligent production’ action line involves making our production systems 
optimally controllable and sustainable. Varieties are also developed that can be 
produced with minimal use of raw materials and energy and which also place as little 
burden as possible on the natural environment and the living environment. 

3. ‘Investing in competences’ programme line 
In the ‘Creating value in the horticultural cluster’ and ‘Sustainable, responsive chain 
networks’, entrepreneurs learn how open innovation can lead to success, seeing the 
knowledge and competences required. These experiences are incorporated within 
‘Investing in competences’ in instruments and actively made available to other 
entrepreneurs. This allows them to use the latest knowledge effectively, work in open 
innovation processes and cooperate in constantly changing coalitions. 

Action lines 
• In the ‘Determining needs’ action line, needs for knowledge and skills in 
participating in innovation processes (open or otherwise) are documented among 
entrepreneurs and other parties in the horticultural cluster. 
• In the ‘Competence development programmes’ action line, these needs are 
converted together with the target groups into competence development 
programmes.
• In the ‘Making knowledge sustainable’ action line, the programmes developed are 
broadened and integrated in the supply of existing knowledge organisations and 
other organisations. 

Projects with entrepreneurs 
The core of the programme consists of innovation projects in which entrepreneurs 
work together and have the lead. These projects solve problems and increase 
opportunities for the future of horticulture. The projects are supported by feasibility 
studies, knowledge vouchers and workshops. The knowledge acquired in the 
innovation projects is shared with other entrepreneurs in demonstration projects and 
workshops.

Within the projects, entrepreneurs from various sectors within the horticultural cluster 
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and from various links in the chain work together. Knowledge institutions can also 
play a part in the projects. Cooperation with entrepreneurs, organisations and 
institutions outside horticulture is an asset. About 35 innovation projects are involved 
within the ‘Creating value in the horticultural cluster’ programme line with an average 
size of 1 million euro. There are 30 innovation projects for an average of 1.5 million 
euro budgeted for ‘Sustainable, responsive chain networks’. 

Economic and societal revenue 
The total economic effect (profit) of the Flowers&Food Innovation Programme is 
estimated at € 370 million annually. The effect is accumulated in the course of the 10 
years following the start of the programme. The economic effect of the ‘Creating 
value in the horticultural cluster’ programme line rises over 10 years to € 170 million 
annually in additional profit and that of the ‘Sustainable, responsive chain networks’ 
programme line to € 200 million annually in cost savings. This involves minimum 
estimates, without expressing in monetary terms the effects of the ‘Investing in 
competences’ programme line. The Flowers&Food Innovation Programme also has 
significant positive effects on people and the planet: a sustainable living environment 
and environmental quality, nature and scope of employment, well-being and health 
(in preventive terms as well) and transport. 

Investment and commitment 
The Dutch horticultural cluster intends to continue to contribute to a competitive 
economy, a sustainable living environment and to more and better jobs. These are 
important foundations of government policy. This requires investing in top 
performance. The Dutch horticultural cluster intends to make these investments with 
the government as its partner. The risks and investments involved in the 
Flowers&Food Innovation Programme exceed the capacity of the individual 
businesses. This is the most important justification for the government to co-invest in 
this programme. The joint investment has major social and economic benefits, public/private 
cooperation for optimal configuration of infrastructure and space, recovery 
from market failure in the flow of knowledge to entrepreneurs and offers a proving 
ground for open innovation. The Flowers&Food Innovation Programme requires an 
investment of 120 million euro over its entire course: € 51.3 million for ‘Creating value 
in the horticultural cluster’, € 60.8 million for ‘Sustainable, responsive chain networks’ 
and € 8.0 million for ‘Investing in competences’. Horticulture is committing to 
investing 60 million euro over the next five years in the Flowers&Food Innovation 
Programme. Reinforced by the Innovation Platform, which the cluster sees as the key 
area of our economy, the Dutch horticultural cluster is asking the government for the 
same commitment. 

Synergy with other innovation and research programmes 
The Flowers&Food Innovation Programme is distinct in that it involves the entire 
horticultural cluster and also its integral approach to innovation, value creation and 
competence development. To ensure synergy and coherence, strategic cooperation 
has been arranged with Greenport(s) Nederland, Sustainable Energy Transition, 
Food and Nutrition Delta, Transforum Agro and Green and the Green Genetics 
Technology Institute. A scientific programme proposal provides for the missing basic 
knowledge on concept development, chain and network knowledge and knowledge 
systems and management. The scientific programme may involve transferring 
knowledge from other sectors to horticulture or developing new knowledge. 

Programme guidance and support 
The management of the Flowers&Food Innovation Foundation is responsible for 
achieving the goals of the Flowers&Food Innovation Programme. An agency 
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supports the foundation in implementing the programme. The agency helps to start 
innovation processes, organise workshops, form consortia and develop project ideas. 
The agency comprises the Flowers&Food Innovation Centre and the Flowers&Food 
Innovation Academy. The Innovation Centre supports the ‘Creating value in the 
horticultural cluster’ and ‘Sustainable, responsive chain networks’ programme lines; 
the Innovation Academy supports ‘Investing in competences’. 

www.flowersfood.nl
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Appendix 3 

World Flower Map, Rabobank.
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７．オランダ花き卸売市場におけるデータ集 

 ① オランダ花き卸売市場における品目別流通動向（月別）  

出所：「Statistiekboek 2007」オランダ花き卸売市場協会（VBN）（２００７年） 
切花 P３４～５０、鉢物 P１４６～１８６、苗物 P２４８～２６４ より抜粋し掲載 

  本章「Ⅲ．参考資料－①オランダ花き卸売市場における品目別流通動向（月別）」は、元ファイルが

約４０メガとなり、ウェブ掲載の為の容量基準を満たすことができないため、割愛することとする。

なお、同内容については、オランダ花き卸売市場協会（ＶＢＮ）が毎年取りまとめている統計データ

ブック「Statistiekboek 2007」（２００７年版）から引用した。同ブックに関してはＶＢＮのホームペ
ージを参照のこと。 

（ http://www.vbn.nl/en/overvbn/activiteiten/markt/statistics/index.asp ） 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（タイトルの見方） 
Product groep 
niveau 4 

omschrijving 

Maand 
Opbrengst 

2007 

%Mulatie 
opbrengst 

t.o.v. 2006 

Aanovoer 

2007 

%Mulatie 

aanvoer  

t.o.v. 

2006 

Verkocht 

2007 

%Mulatie 

verkocht   

t.o.v. 

2006 

Verkocht 

2006 

Verkocht 

2005 

Gem. 
Prijs 

2007 

Gem. 
Prijs 

2006 

Gem. 
Prijs 

2006 

  ①   ②  ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧  ⑨    ⑩    ⑪   ⑫   ⑬ 
 

品目名 月 

売上高 
２００７年 

供給量 
2007年 

販売量 
2007年 

販売量 
2006年 

販売量 
2005年 

平均 
単価 
2007年 

平均 
単価 
2006年 

平均 
単価 
2005年 

ﾕｰﾛ 
昨年 
対比 

本数 
昨年 
対比 

本数 
昨年 
対比 

本数 本数 ﾕｰﾛ ﾕｰﾛ ﾕｰﾛ 

 ①   ②  ③   ④  ⑤  ⑥   ⑦  ⑧   ⑨   ⑩    ⑪   ⑫     ⑬ 
 

月の見方 

Januari １月 
Februari ２月 
Maart ３月 
April ４月 
Mei ５月 
Juni ６月 
Juli ７月 
Augustus ８月 
September ９月 
Oktober １０月 
November １１月 
December １２月 

※ ③で頻出する「Overig」とは「その他」の意味 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（掲載のサンプル：品目名 アルストロメリア 〔「Statistiekboek 2007」P３４より〕） 
Product groep 
niveau 4 

omschrijving 

Maand 
Opbrengst  

2007 

%Mulatie 
opbrengst 

t.o.v. 2006 

Aanovoer 

2007 

%Mulatie 

aanvoer  

t.o.v. 
2006 

Verkocht 

2007 

%Mulatie 
verkocht   

t.o.v. 2006 

Verkocht 

2006 

Verkocht 

2005 

Gem. 
Prijs 

2007 

Gem. 
Prijs 

2006 

Gem. 
Prijs 

2006 

Alstroemeria 

Janua ri  2,786,079 5.30 13,369,914 -3.1 13,362,954 -3.0 13,781,705 15,737,833  0.21  0.19  0.17 
Feb rua ri  2,909,290 0.80 11,546,223 -18.9 11,543,683 -18.8 14,213,424 14,033,625  0.25  0.20  0.22 
Maa rt 3,073,665 18.00 16,484,887 -11.2 16,459,307 -10.3 18,357,925 19,832,654  0.19  0.14  0.15 
April  2,784,023 1.80 22,571,885 4.0 22,526,405 4.8 21,499,380 25,111,485  0.12  0.13  0.13 
Me i 4,575,889 -13.10 30,840,141 -8.7 30,802,151 -8.7 33,751,957 30,000,166  0.15  0.16  0.16 
Juni  3,547,230 -5.60 25,704,705 -2.6 25,639,825 -2.2 26,222,445 27,624,408  0.14  0.14  0.11 
Ju li  3,401,041 48.10 25,701,236 -0.3 25,401,216 4.9 24,216,079 25,222,288  0.13  0.09  0.11 

Augustus  3,436,039 -13.40 25,914,933 28.4 25,851,753 28.1 20,182,365 24,228,456  0.13  0.20  0.16 
Sep tember 3,482,814 -1.80 20,253,152 1.6 20,222,852 1.6 19,898,414 25,184,909  0.17  0.18  0.14 
Oktobe r 3,622,753 -1.40 20,773,303 -8.0 20,747,233 -7.9 22,537,972 20,806,987  0.17  0.16  0.16 
November 2,859,389 -8.00 17,776,877 19.1 17,726,447 18.8 14,917,619 18,080,205  0.16  0.21  0.18 
December 2,232,973 -18.70 14,151,807 1.8 13,726,017 0.3 13,685,877 15,348,688  0.16  0.20  0.17 

Totaal   38,711,185 -1.30 245,089,063 -0.3 244,009,843 0.3 243,265,162 261,211,704  0.16  0.16  0.15 
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 ② オランダ花き卸売市場における流通動向（品種別）  
 
出所：「Statistiekboek 2007」オランダ花き卸売市場協会（VBN）（２００７年） 

切花 P５２～１２４、鉢物 P１８８～２２４、苗物 P２６６～２８８より抜粋 
  本章「Ⅲ．参考資料－②オランダ花き卸売市場における品目別流通動向（品種別）」は、元ファイル

が約８４メガとなり、ウェブ掲載の為の容量基準を満たすことができないため、割愛することとする。

なお、同内容については、オランダ花き卸売市場協会（ＶＢＮ）が毎年取りまとめている統計データ

ブック「Statistiekboek 2007」（２００７年版）から引用した。同ブックに関してはＶＢＮのホームペ
ージを参照のこと。 

（ http://www.vbn.nl/en/overvbn/activiteiten/markt/statistics/index.asp ） 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（タイトルの見方） 
Product groep  

niv ea u 4  
omschrijving 

Produc t  

code  

Produc t 

amschri jving 
Eenheid  

Opb rengst 
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%Mu la tie 

opb rengst 

t.o .v.  

2006  

Aa nov oe r 

2007  

%Mu la tie 

aa nv oe r  

t.o .v.  

2006  

Verkoch t 

2007  

%Mu la tie 

ve rkoch t   

t.o .v.  

2006  

Verkoch t 

2006  

Verkoch t 

2005  

G em.  

Prijs  
2007  

G em.  

Prijs  
2006  

G em. 

Prijs 
2006  

    ①   ②   ③   ④  ⑤   ⑥  ⑦  ⑧  ⑨  ⑩  ⑪  ⑫  ⑬  ⑭  ⑮ 
 

品
目
名 

コ
ー
ド 

品
種
名
等 

形
態 

売上高 
（２００７年） 

供給量 
（2007 年） 

販売量 
（2007 年） 

販売量 
2006 年 

販売量 
2005 年 

平均 
単価 
2007年 

平均 
単価 
2006年 

平均 
単価 
2005 年 

ﾕｰﾛ 
昨年 

対比 
本数 

昨年 

対比 
本数 

昨年 

対比 
本数 本数 ﾕｰﾛ ﾕｰﾛ ﾕｰﾛ 

①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧   ⑨  ⑩    ⑪   ⑫   ⑬  ⑭  ⑮ 
※ ③で頻出する“overig”は“その他”の意味 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（掲載のサンプル：品目名 アルストロメリアの一部 〔「Statistiekboek 2007」P５３より〕） 
Product groep  
niv ea u 4  

omschrijving 

Produc t  
code  

Produc t 
amschri jving 

Eenheid  
Opb rengst 
2007  

%Mu la tie 
opb rengst 
t.o .v.  
2006  

Aa nov oe r 
2007  

%Mu la tie 
aa nv oe r  
t.o .v.  
2006  

Verkoch t 
2007  

%Mu la tie 
ve rkoch t   
t.o .v.  
2006  

Verkoch t 
2006  

Verkoch t 
2005  

G em.  
Prijs  
2007  

G em.  
Prijs  
2006  

G em. 
Prijs 
2006  

Alstroemeria  
  

15701  Aly sla  ST  484 ,364  -32 .6  2,872,320  -25 .5  2,854,440  -25 .7  3,843,676  4,111,220  0.17  0.19  0.19  

27908  Ana stac ia  ST  329 ,164  618 .9  1,004,160  987 .2  1,004,100  987 .2  92,359  0  0.33  0.50  
 

4731  'Atla n ta'  ST  56,045  -36 .5  641 ,210  -21 .0  625 ,470  -22 .8  809 ,900  636 ,349  0.09  0.11  0.10  

28169  Ava la nge  ST  33,183  1289 .0  115 ,570  2157 .2  115 ,570  21572.0  5,120  0  0.29  0.47  
 

27975  Ava n t Ga rde  ST  152 ,308  38754.1  450 ,885  25812.9  450 ,625  25792.2  1,740  0  0.34  0.23  
 

15700  Bea trice  ST  253 ,983  -26 .5  1,790,471  -20 .5  1,771,691  -20 .0  2,215,268  4,136,667  0.14  0.16  0.16  

28654  Blush  ST  112 ,984  284 .6  374 ,930  492 .0  374 ,930  492 .0  63,330  0  0.30  0.46  
 

21841  'Bodega'  ST  76,745  -21 .4  655 ,570  -17 .2  647 ,890  -17 .1  781 ,720  876 ,797  0.12  0.12  0.13  

27907  Bouleva rd  ST  73,985  29.2  488 ,000  111 .7  488 ,000  111 .8  230 ,410  0  0.15  0.25  
 

19109  Ca li fo rn ia  ST  1,067,651  -25 .1  6,477,405  -26 .3  6,461,485  -259 .0  8,719,669  10,437 ,191  0.17  0.16  0.16  

27958  Ca ly pso  ST  73,963  88.0  294 ,890  112 .5  294 ,890  112 .5  133 ,760  0  0.25  0.28  
 

16814  Cherry Ba y  ST  484 ,004  -12 .0  3,524,244  -3.4  3,522,644  -3.1  3,635,970  4,419,160  0.14  15.00  0.15  

23929  Cl ima x ST  165 ,629  -13 .0  708 ,260  -22 .8  708 ,020  -22 .5  913 ,690  443 ,100  0.23  0.21  0.26  

23930  Cosmo  ST  230 ,433  19.7  1,427,070  23.9  1,422,870  24.6  1,141,690  1,074,540  0.16  0.17  0.16  

19731  Cote  d'Azu r  ST  254,430 -34 1671628 -27.2 1661568 -27.6 2,295,828 3389905 0.15 0.17 0.17 

100715  Countdown  ST  21,026  61,000  61000  0  0  0.34   

17743  Dame Bla nche  ST  279,749 -10.4 1,286,970 16.8 1,286,970 16.9 1,100,810 553,520 0.22 0.28 0.27 

5269  Diamond  ST  357,017 -30.1 3,083,740 -23.4 3,071,090 -23.5 4,012,970 5,616,678 0.12 0.13  0.12 

20184  Dordbgne  ST  248,009 57.6 1,362,520 89.4 1,362,520 89.4 719,370 675,420 0.18 0.22 0.22 

19399  'Dorothy'  ST  26,932 -57.5 173,818 -60.6 173,818 -60.4 439,480 540,400 15.00 0.14 0.15 

24016  Dreamla nd  ST  256,705 -22.7 1,804,486 -16.3 1,803,136 -16.0 2,145,816 1,227,340 0.14 0.15 0.20 

27909  Dy na sty  ST  548,781 201.7 2,590,536 369.5 2,584,716 370.2 549,660 0  0.21 0.33  

19128  Ede lweiss  ST  60,531 -11.7 304,940 2.9 304,940 2.9 296,330 317,800 0.20 0.23 0.22 

22305  Emotion  ST  210,076 -4.1 1,240,596 27.7 1,239,276 27.6 971,212 239,460 17.00 0.23 0.25 

19839  Etna  ST  103 ,887  36.3 673,420 64.6 673,420 65.0 408,070 47,840 0.15 0.19 0.21 

24340  Ev e rest ST  440,781 -6.2 4,005,843 9.5 3,935,423 87.0 3,619,740 1,576,450 0.11 0.13 0.14 

23968  'Fi renze'  ST  916,697 10.3 4,509,710 35.5 4,488,190 35.4 3,315,940 1,352,320 0.20 0.25 0.27 

28246  Flame  ST  192,768 2514.5 608,400 3770.2 608,400 3770.2 15,720 0  0.32 0.47  

 


