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第２回花き産業振興方針検討会議事概要

１ 日時

平成２１年６月３日（水）１５時００分～１７時２５分

２ 場所

農林水産省生産局第１会議室

３ 出席者

検討会委員は別添のとおり。ただし、安藤委員、小川委員は欠席。

事務局は表花き産業振興室長ほか

４ 議事概要

（１）第１回検討会を踏まえた修正について

表花き産業振興室長（以下「表室長」という。）から資料１ 第１回

検討会において各委員から出された御意見、資料２ 花き産業振興方針

の検討事項について、以下を説明。

○第１回検討会においては、まず検討会の進め方に関するものとして、

需要を伸ばすとかコストを下げるとか全体的な目標よりも、ターゲ

ットを明確してそれに向けて議論すべきとか、将来予測について、

トレンドでどうなるかというだけでなく、何をやったらどうなるか

という前提で予測して欲しいとの意見があった。

○また、御意見を踏まえて検討事項（案）に新たに反映させたものが

ある。具体的には以下のとおり。

・「消費者ニーズ」といっても、花きを消費する者イコール需要者

となり様々であるといった御意見を受け、様々な需要者のニーズ

は単に「ニーズ」とし、「消費者ニーズ」は一般の消費者のニー

ズを示すように整理をし直した。

・輸出が伸びるかどうかは疑問という御意見に対しては、伸びる可

能性があるかどうかも含めて検討していくこととしたい。

・環境負荷の低減について、減農薬、減肥料、省エネルギーなど幅

広く論議すべきという御意見に対しては、ご指摘のとおり今回の

資料に反映させている。

・５年前と同様に生産技術や品種開発についてもっと取り上げるべ

きとの御意見に対しては、今回の資料２に新たに項目を盛り込ん

でおり、取り上げていきたい。

・新しい需要の喚起だけでなく、仏花を初めとする従来から生活に



- 2 -

取り入れられてきた花きの使い方が廃れてきており、このことに

ついても取り上げるべきとの御意見に対しては、需要の喚起の中

で取り上げることとしたい。

・流通面の合理化について取り上げるべきとの御意見に対しては、

供給面の課題で新たに項目を起こして取り上げることとしたい。

・消費宣伝について取り上げるべきとの御意見に対しては、需要の

喚起の中で新たに項目を起こして取り上げたい。

・どうしたら農家が儲かるか取り上げて欲しいとの御意見に対して

は、国内生産の中で取り上げたい。

・表示について取り上げるべきとの御意見に対しては、情報提供の

中で取り上げたい。

○その他事務局として主な御意見をまとめた。資料１の「その他主な

御意見」のとおり。

○資料１の整理を踏まえ、資料２ 花き産業振興方針の検討事項につ

いて、大きな点としては以下のとおり修正したい旨説明した。

・Ｐ２の「需要の喚起」に「日本人の生活の中の花き」、「消費宣

伝」、「供給面の課題」に「流通の合理化」という事項を追加し

た。結果、次回で論議すべき内容が多くなったのでできれば本日

ご意見を伺いたい。

（２）花きのニーズへの対応

引き続き、資料３ 花きのニーズへの対応について以下を説明。

○(P1)消費者ニーズのうち、消費者からの要望等については、「日持

ちする花が欲しい」、「花きに関する知識」等の情報、「値頃感のあ

る花」や「珍しい花」が欲しいという要望が高い。

○(P2)湿式低温流通は年々増加しているが、全体の７％と低い状況に

ある

○(P3)鮮度保持効果の高いバラ、トルコギキョウ、カスミソウの出荷

数量に占める湿式低温流通の割合が高いが、品目によって大きな違

いがある。

○(P4)バケット輸送は品質保持について比較的優位である一方、乾式

（横箱）は輸送に係るコストが比較的優位。どの方式で行うかは、

需要家が何を重要視するかにより選択する実態にあると理解してい

る。

輸送方式の比較については、詳細な参考資料を付けている。これは

表現ぶりについても運営主体と真剣に議論したもの。参考にして欲
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しい。

○(P5)輸入物は、輸送期間が長いこともありコールドチェーンが途切

れないよういろんなところで気が使われている。

また、植物検疫においてくん蒸された場合には、水分を含んだもの

や花弁の薄いもの、繊細なものなどは影響を受けやすいとの指摘が

あり、言い換えればこのようなくん蒸のリスクのない国産品に優位

性がある。

○(P6)日持ち試験を実施しているところは、調査した１４７社中７社

と少なく、試験件数の６割以上が外部からの委託となっており、自

らの考えで実施しているところは４割未満。国産花きの強みである

日持ちを活かす販売のためには、積極的な活用が必要。

○(P7)日持ちについて、輪ギクやリンドウはただの水で２８℃であっ

ても９日以上もつ。湿式と乾式を比べると、バラやトルコギキョウ

では、湿式の方が５日程度伸びる。また、ＳＴＳ処理すると、カー

ネーション、キンギョソウは延びるなど日持ち日数は要因によって

異なる。

○(P8)日持ち保証販売については、国内では茨城県常陸野カーネーシ

ョン組合、長野県ＪＡ伊那で実施例がある。海外ではイギリスのテ

スコ等で実施。

○(P9)アンケート調査の結果では、花に関する情報が不足していると

いうデータが出ている。

○(P10)生産者は、卸売業者によるインターネット花情報提供サービ

スや小売店への直販、イベント広場での展示・販売等を実施し、消

費者ニーズの把握に努めている事例がある。

○(P11)（財）日本花普及センターでは平成１９年度農林水産省補助

事業により花きの産地表示について検討し、ガイドラインを取りま

とめた。その際のアンケートでは、産地表示があれば参考にしたい

との意見が約６割を占めており、関心が高いことが伺える。また、

ガイドラインにおいては、消費者に対するアピールポイントとして

管理方法、日持ち日数、品種名、生産者の取組などを表示すること

も示されている。

○(P12)小売店においては、一部価格や品種名のみならず産地名も表

示しているところが見られる。一方では手間が掛かる、情報が来な

いなどの問題点も指摘されている。

○(P15)花きは他の分野よりも農業総産出額の６％と少ないにもかか

わらず、品種登録シェアは８割と高い状況にある。一方で品種の移

り変わりも早く、平成１３年と平成１９年の市場取引の主要品目の

上位５品種も変化している。
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○(P16)消費者に奨励できる新品種を選ぶコンテストであるジャパン

フラワーセレクションで受賞した品種は受賞後、流通量が増加する

といった動きが見られる。種苗法に基づく品種登録の出願件数は増

加している。農林水産省では、早期の権利確定に対する出願人の要

請に応えるため、２００９年までに、平均審査期間を２．５年に短

縮することを目標としており、今後も様々な環境整備を行いたい。

○（P17)値頃感や珍しいものといった様々なニーズに対応するために、

生産者や地方自治体も対応しており、例えば短茎多収栽培をおこな

っているJAびわこ花き部会では平成２０年に出荷本数１８万本で、

平均単価と経営コストの差（収益）は通常で４．８円～６．８円が

短茎で３．１円～８．１円となってきた。

○(P18)環境に配慮した農産物を購入したい消費者は、約９９％で、

環境保全配慮型農業は重要であるとほとんどの農業者、流通加工業

者、消費者が考えている。

○(P19)野菜を購入する際に環境に配慮したものを重視する消費者は

５８％と高いが、野菜と比較して劣るものの、花についても２５％

の消費者が環境に配慮した花を重視しており、通常の野菜価格の１

０％増でも環境に配慮した野菜を購入する消費者が５１％と高い

が、野菜に比較して劣るものの、花についても３６％の消費者が普

通の花の価格の１０％増でもエコ・フラワーの購入を検討している

と回答。

○(P20)化学肥料の投入量を１０ａ当たりの窒素投入量で見ると、花

きは他の園芸品目に比べ、相対的に高いなど花きは環境負荷が相対

的に大きい。

○(P21)二酸化炭素排出量を比較すると、輸入においてコロンビアか

らの空輸の場合が一番多く、次に国内でのカーネーション生産の暖

房機使用に伴う二酸化炭素排出量、少し減って成都からの空輸の場

合となっており、コロンビアから海運が一番少ない。

○(P24)温室効果ガス排出削減の取組については、カーボンフットプ

リント、省ＣＯ２効果の表示などが取り組まれている。その他、温

室効果ガス排出削減の手法として、排出量取引の国内統合市場の試

行的実施や国内クレジット制度の実施が行われている。

これに対し、委員から以下の意見が出された。

（品質管理）

【腰岡座長】

資料で説明があったのは今こういう取組が行われているということ。
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今後１０年間のことを考え何ができるか議論をお願いしたい。

花きの品質が悪くなる要因はわかってきており、それぞれのところで

は取り組まれているがその隙間が問題だと思われる。皆さんから日持ち

と品質について、ご意見をいただきたい。

【簔口委員】

日持ちに関するニーズは高いが、私は日持ちに関してはこの場で話を

していくほど大問題ではないと考えている。

生産、流通の段階では改善されてきている。問題は小売りが正しい対

応をしていないのではないか。おそらく今の方が劇的に日持ちが良くな

っている。これ以上良くするということではなく、日持ちが良くなって

いる商品をいかに売っていくかが大切。いかに消費者に伝えて買っても

らうか。

日持ちが良くなっている中、消費者はどのように感じているだろうか。

アンケートでは日持ちするものが欲しいとのことだが、必ずしも１０日

以上持たないと満足しないということはない。私の店では情報を常にお

客に出していくことに心がけている。

重要なのは、花を買う習慣がないという人が多いということが問題で

はないか。ここを改善することが重要。買いやすい花屋がないというこ

とが問題ではないか。これ以上日持ちを良くするということよりも、買

う段階での対応が問題ではないか。

【萩原委員】

切り花に関しては、生産者が収穫してから店まで流通において、いろ

いろなところに行ったり来たりして届いている状況がある。また、途中

で加工のパッカーなどが入ったりして日にち的なロスが発生している。

今後は早く店頭に出せるように努力していく必要があると感じている。

【大木委員】

前回の鈴木委員の話の中で、花に関し知っている人が説明しながら売

っていけば、色んな情報を伝えていけば花を買ってもらえるということ

に関し同感であり、そのためには店員の教育が必要だと思った。店員の

教育がきちんとされることによって花が売れることにつながると思う。

当会の会員が、お土産にトルコギキョウとシャクヤクを持っていこう

と思い花屋に寄ったところ、そこの店員さんが、水上げをしていないか

らといってコンロで焼いて丁寧に教えてもらったことがあり、それから

はずっとその店で買おうと思ったそうである。店員の教育がなされて心

があるからそのような気持ちになったと思う。検討の中に店員の教育と

いうものを入れてもらいたい。

【鈴木委員】

品種については、日持ちするかは開発の選択肢のトップ項目となって
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いる。１０年前から比べれば格段に日持ちする品種が増えている。特に

バラはバクテリア対策をきちんと行っていれば日持ちする品種が増えて

いる。

【市村委員】

一番重要なのは小売店での対応ではないかと思う。きちんと管理でき

ていれば日持ちするよい花を売れると思うが、そのような小売店ばかり

ではない。このような意味から日持ち保証が重要になってくると思う。

国内産地はロットが小さいため、生産者のところで貯めておくことが

少なくなく、そこで花持ちの短くなったものを出荷してしまう可能性が

あり、その対策として採花日を表示することが必要ではないか。

蓑口委員の言われるように 近の花は日持ちがいいということが本当

だったら喜ばしいが、腕に自信を持っている生産者はきちんとした処理

をせずに出荷することで日持ちが悪くなると言う話も聞く。そういう面

で生産者に対する教育というものもまだ必要。一番重要なのは小売りの

段階であると考える。

【腰岡座長】

技術は確立されていても、それを活用できていないと思われるか。

【市村委員】

昨年、ある花屋を目指す者を対象とした学校で講義をしたことがある

が、講義が始まる前から花の管理に関し関心を持っていない生徒が非常

に多いと感じた。この人達が花屋になるかと思うと暗い気持ちになった。

【西岸委員】

日持ちについてすべての切り花で行う必要があるか疑問に思う。一番

湿式が増えているのはバラで、商品単価が高く消費者から見て不満があ

るものは改善されつつあり、品種選定に当たっても配慮されていると思

う。問題は、日持ちに関して小売店の経験や勘で行われていることであ

り、客観的にデータを示す必要がある。例えばオランダにおいては、市

場で抜き打ちチェックを行い、日持ちの悪い産地には改善命令やペナル

ティを課している。日本には客観的データについて生産者にも意識がな

いし、花屋にもない。もう少しデータを公的な基準できちんと調査をし

てオープンにするシステムが必要でないか。

日持ち試験をやっているのは全国で７か所とのことであるが、これで

よいと思う。大都市の主要拠点の市場でテストしてもらったものであれ

ば地方市場でも基本的に使える。しかしこのデータは自分たちの勉強の

ためだけで公開されていない。もっと意志表示したところはオープンに

していくシステムを作ることが必要でないか。

【樋口委員】

過去には輸入品に関して検疫の段階で物量が多いときに時間で切られ
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て、検査しないものが野積みのままで置かれていた。夏場などは炎天下

に置かれて、５時以降は翌日回しなどと言われては一晩で中のものはだ

めになってしまう。市場では全量検品していないのでそういったものが

一般消費者に行けばクレームの対象になる。海外では空港に着いたもの

はすぐに保冷施設に入れて管理されている。きちんと管理されるように

することが必要だと思う。

【表室長】

今年成田空港の検査を見に行ったことがあり、日本花輸出入協会の幹

部にも同行してもらった。その時の話では今は通関の積み残しにならな

いような状況になっていると聞いている。上屋に中温庫もある。したが

って、現在はこのような理由で悪くなったものが出回ることはないと思

われる。他の空港で状況を御存知あれば教えていただきたい。

（情報提供）

【西岸委員】

１昨年度に産地表示のことについて国の補助事業を活用して調査を行

った。昨年度、実際に花屋で産地表示に取り組んでいるところについて

聞き取り調査等も行った。産地表示というと食品の場合のように何かあ

ったらクレームが来てしまうのではないかということが頭にあるようだ

った。今売りたい、おすすめしたいものの情報をどのように伝えていく

かということを心がけていただければと思う。しかし、品種が多いため

すべてを行うことは無理である。まずは、お勧め品のみで実施したらど

うか。やり方によっては、新しい動機づけになるので業界として努力し

ていくべきと思われる。

【川並委員】

地方の都市の観点で見ると、鮮度の問題にしても情報提供にしても、

５０から１００億円扱っている市場とそれ以下の市場から取引するとで

は環境が異なる。大分県内では、１つが１５億円前後、もうひとつが６

億円だが、小さな地方の市場に入ってくる商品の情報は正確に伝わって

くるかどうか。輸送が混載になるなど産地から出たものとは異なった流

通体系になっている。こうした部分をいかに解決していくかということ

を大きく取り上げていただきたい。

湿式輸送など日持ちするための技術はよくなっているが、花には、日

持ちが必要な花とそうではないものとある。また、バケットでもきちん

と保水したり、それが保たれることが必要で、途中で途切れてしまうこ

とがある。花を仕入れていく環境の中の調査研究も大きな問題。そこを

クリアしながら情報提供としてどういうことができるかを考えていく必

要がある。
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【鈴木委員】

アルストロメリア、トルコギキョウでは、品種によって日持ちが異な

る。また、この品種は収量が多いが日持ちが悪いといった情報や、この

品種は５月以降スーパーの入口のような、温度管理ができないところで

は、日持ちしないといった情報を流していかないと信頼されない。

１９８５年にオランダに住んでおり、この時ケニアからカーネーショ

ンが入ってきたが、収穫して炎天下に１日置かれたようなものが入って

きて、花が咲かずつぼみの状態で終わってしまいクレームが頻発して、

カーネーションの価格が下落したことがあった。日本でもくん蒸したか

どうか消費者には伝わらず、たまたま買ったものがくん蒸したものだっ

たらがっかりする。日持ちなど様々な情報が正しく伝わらなければ消費

者には二度と買ってもらえないので、消費者に対する情報提供は必要な

ことである。

【伊藤委員】

生産地区、圃場、日向き、技術によって日持ちが異なることを理解し

ておく必要がある。収穫時が一緒でも、生産者が違うと花の咲き方に差

が出てしまう。統一して何日持ちますという技術を生産者が打っていか

ないとこの問題は解決しない。しかし、努力はしているがどうしても解

決できないこともありご理解してもらいたい。 後まで残る課題である。

情報提供については、自らもやっていかなといけないかなと思っている。

【簔口委員】

お客への情報提供については、どこで作ったか、品種名は何か、どれ

だけ日持ちするという程度でよく、すべての情報は必要とされない。

私は「花っていいよね。」と思ってもらえるような花屋を目指してが

んばってきた。消費者をお客様と言わないで客というような花屋が情報

提供に賛同するかというとそうでない。意欲ある花屋だけで情報提供を

スタートすることで良いだろう。花育と言うが、情報提供の在り方につ

いて花屋さん教育が必要ではないか。経営者教育も必要。小売店のレベ

ルアップ（店長、従業員）、例えばマイスターとかの資格制度などが必

要。消費者が安心して買える、また、小売店の意識が高まるものがあれ

ばよいかと思われる。

【横田委員】

資料の説明を伺って、皆さんが花を日持ちさせるなどのために様々な

努力をされていることを知り感心しているところ。お客は小売店を信頼

して花を買っている。たとえば、病院にお見舞いに行くときに、どのよ

うな花を持っていったらよいかなどの情報が行き渡ったら良いと思う。

「趣味の園芸プラス」という Q&A の番組で、母の日の後でカーネー

ションの花が咲かないという質問を受ける。花のことを知らない人が多
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い。もっと消費者が花を買いやすい情報が必要。以前表室長と数値化と

いう話をしたことがあるが、例えば、女性が男性から花をもらったり、

たとえば赤い花だと何％心拍数が上がるなどの遊び心があるものも良い

のでは。科学的な数値は必要であるが、脳波とか血圧とか心の部分が見

られるような数値があるといいと思っている。科学的なものも重要だが

花を物と思わないで心と心をつなぐアイテムと考えればよいと思う。

【池坊委員】

生け花展において、花の名前を教えて欲しいとの要望が強い。

生け花ではいろんな花を扱うことから、花の日持ちには色々あるとの

感覚であり、日持ち自体にはこだわらないところがある。花にはいろん

なものがある、いつも同じ状態ではないということが刷り込まれている

という気がする。

一般の消費者が求める情報は、花の名前、産地名程度であまり多くな

いと思う。これらの情報が、自分たちが見かけるようなさりげない花屋、

スーパー、コンビニで伝えることができれば、全体的な底上げができる

と思う。

文化という面で言うと、今あるきれいな花の状態を何日もたせるかも

とっても大切であるが、花がつぼみから開花、落花というプロセスを楽

しむことが花を楽しむことなんだと知っていただけるとよいと思われ

る。このためには小売店がこのように手入れをすればつぼみから開花ま

で楽しめますよとか、少し弱ってきたら切って短くして差し替えてくだ

さいなどといったインフォメーションを出すことによって、一般の消費

者に花とのかかわりや命と命とのかかわりが生まれてくると思う。

【前林委員】

農家の情報収集源は１００％市場から、いろんな話を伝えてもらって

いる。１０年ぐらい前からギフト会社と取引を始めて多くなってきたが、

ギフトは、写真で選ぶことから、実際に送られてきたものが写真と異な

ればクレームとなる。

花が育つことの楽しみ方がもっと伝わらないかと思っている。花を生

き物として、よいところを伝えてもらうのは、小売店である。生産者は

技術を仕入れて生産にあたっている。交流の場を広げていくことが必要。

【金子委員】

「個別の商品の情報」は、都市の市場であれば産地表示やＭＰＳなど

かなりの情報はある。情報にはそれ以外にもっと水揚げはどうするかな

どの「基本的な情報」とさらに香りがいいとか、名前の云われがこうだ

とかうんちくという「付加価値としての情報」がある。基本的に個別の

商品の情報は市場を中心にある。基本的な情報や付加価値としての情報

をどのように伝えていくかその元になるデータベースが必要になってく
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る。市場の情報はデータベース化されているので、自動的に花屋さんに

つなげている。

もう一つは売り込むためにつける情報、本屋の書評のようなプラスの

情報があると効果的。プラスαの付加価値の情報提供。こういう情報の

データベースをどこに持ってやるかといえばインフラが整っているイン

ターネットで、これが一番消費者も情報を引き出しやすい。ウィキペデ

ィアのようなサイトの花版を立ち上げればユーザーが自らそこにかかわ

って情報のデータベースが充実していく、このようなことができれば、

一番消費者にとってはありがたいと思う。先ほどのお話のあったカーネ

ーションがなぜ咲かないのかについての回答も辛らつなことを答えるよ

うなところに聞けば得られるのではないか。

（多様なニーズへの対応）

【大石委員】

生産者は新しい品種を導入することを熱心に実施してきた。品種の変

遷が激しく新しいものを提供していかないと市場で買ってもらえない。

ニーズは市場ニーズか消費者ニーズかわからないが、とりあえず市場ニ

ーズとして生産している。市場に買ってもらえる品種に偏っている。品

質管理のところでは、切り花と同様に鉢物でも品質管理が必要である。

ポット植えカーネーションは日が当たらないと花が咲かないことは常

識で、扱わない花屋もたくさんある。シクラメンでも日持ちが厳しく云

われるようになり生産者も努力をしている。一度に花を咲かせるために

ホルモン剤処理をするが、買った後に花が上がってこないということで

処理をしないようにし日持ちを長くしている事例もある。切り花同様に

鉢花についても日持ち保証の動きもある。

出荷日または店頭に並んだ日の表示があると消費者が買いやすくなる

と思う。その程度であれば努力すればできることであり、方針の中にそ

ういう提言を盛り込んでもらえればと考える。

【腰岡座長】

古いものはどんどん奥に置かれてしまう。出荷日や店頭に並んだ日の

表示だけでなく、何日持つかを表示しないと売れなくなると思われる。

【大石委員】

消費者の手に渡ってからの管理の方が影響が大きい。私も研究したが、

シクラメンは環境によって異なる。何日持つか表示するのは難しいので

は。

私の場合、４０日日持ちすることを目標にしている。消費者に届くま

でに１０日、消費者のところでは３０日位なら満足してもらえるのでは。

温度は２０℃、光は２０００ルックスの冬のリビングを想定した環境で



- 11 -

日持ちを調査している。店員の教育も重要だが、消費者への情報提供、

例えばＰＯＰなどを活用し、管理方法をわかりやすく表示すればよいの

ではないか。

また、花壇苗などは見本があると買いやすい。

【前林委員】

私が販売しているシクラメンには、育て方を付けて販売している。２

０℃以上上げないようにとかお願いしている。

千葉県内では、小売店とは接する機会が少ないため店長や売り子に生

産現場を見てもらい互いの情報交換できる場を設け、多くの声を聞くよ

うに努めている。

（環境負荷低減）

【腰岡座長】

環境負荷低減についてはいかがか。ＭＰＳについて生産現場はどのよ

うに受け止めているか。

【伊藤委員】

当組合ではあまり取り組んでいない。

【前林委員】

私が所属している千葉の会（ちば花と緑の会）では、ＭＰＳについて

取り組んでいる生産者は３人いる。勉強不足であるが流れとして受け入

れざるを得ないかなと思っている。これから勉強していくことが必要だ

と思っている。

【大石委員】

ＣＯ２の排出でいえば、ＬＥＤの導入が行われている。

消費電力が１／１０となり、キクの施設栽培では導入されている事例

もある。施設栽培はエネルギー投入が多いので、電球では僅かなことで

はあるが、ＣＯ２の排出削減に結びつくため、導入を推奨できればと思

うが、価格が高い。国の施策としての助成も必要かと考える。

【表室長】

本年度の補正予算で活用できるようになっている。これは緊急対策と

して実施されるものであり、通常であれば特定の資材だけの支援は難し

い。

【池坊委員】

生け花においては、使用した水をある液体を使って浄化してから流す

という環境を意識した取組を行っている。

校庭の芝生化、ゴーヤや朝顔による緑のカーテンでヒートアイランド

を減らそうとする動きも出ており、緑に対する意識を育むということが、

ひいては花を買うとか、植物と人間の関係を見直すことにもつながる。
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【金子委員】

段ボールの処理がかなりの金銭的負担となっている。再利用容器につ

いて取り上げるべきではないか。

【表室長】

段ボールのリサイクル率は高く環境負荷という点では問題ないと考え

ていたが、実態はどうか。

【樋口委員】

使用済みの段ボール箱については、中国での古紙の需要が高く、業者

がお金を払ってでも持っていってくれる。しかし、当方が処分費を払わ

ないと持っていってくれないという時期もあり、その処理に大変困った

ときもある。

ＥＬＦについては、回収に手間がかかったり、中には壊れてしまうも

のもあり、その処理にコストがかかる。

【大木委員】

アンケート結果にあるように、消費者はエコ商品について意識してい

る。エコフラワーについて、我々消費者の目には触れていない。知らな

い人が大半であり、このような商品にはシールなどで表示をするなどＰ

Ｒが必要だと思われる。

なお、私が先ほどから店員の教育が必要と言ってきたが、きちんとし

た説明ができる情報を店員にも届くようにし、その情報を消費者に対し

説明できるようにして欲しいという意味で発言しているのでご理解願い

たい。

（３） 後に表室長より参考資料について説明し、本日の検討会を終了した。

・次回の検討項目である消費宣伝の参考として、オランダの業界課税

と、それを活用したプロモーションの仕組みを説明。

・次回の検討項目である花育について、現在学校関係者に対してアン

ケート調査を行っているので、各委員におかれても、学校関係者と

花育でつながりのある方は、協力を依頼していただきたい。


