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第３回花き産業振興方針検討会議事概要

１ 日時

平成２１年７月３日（金）１５時００分～１９時１０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。

事務局は表花き産業振興室長ほか

（池田卸売市場室長は流通の合理化の部分で出席）

４ 議事概要

（１）第２会検討会において各委員から出された御意見について

表花き産業振興室長（以下「表室長」という。）から資料１ 第２回

検討会において各委員から出された御意見について以下を説明。

○品質管理については、小売店の対応が課題であるとのご指摘が多か

ったが、追加意見があればいただきたい。

○情報提供については、特に消費者に対しどのように情報提供したら

よいかとの意見が非常に多かった。その一方で、資料２ 花き産業

振興方針の検討事項 ２（２）の中で、お示しした、生産者に対し

消費者ニーズが伝わるためにはどのような取り組みが必要か、川下

から川上への情報伝達の在り方にはどうあるべきか、について御意

見がなかったので、追加的にあればいただきたい。

○多様なニーズについては、前回特段の御意見がなかったので、御意

見があればいただきたい。

○環境負荷低減については、前回の御意見に関連して、資料で「エコ

・フラワー」という言葉を使ったが、これは、アンケートにおいて

便宜的に使われた言葉であり、そのような商品があるわけではない

ので、誤解のないように記載した。

○ダンボール箱の処分については、リサイクル率が高く、環境負荷と

いう点では問題がないとも考えられる。これが金銭的に処分費用が

かかる時期があるということで問題なのであれば、本日の検討事項

のうち流通の合理化の項目で取り上げることにしたい。

これらに対し、委員から次の意見が出された。
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（品質管理）

【小川委員】

ＪＦＭＡでは、７月の第２週から、日持ちを日数を表示して５日間の

日持ち保証を実施することとしている。

出荷の段階でいくつかの品目・品種について日持ちテストを行いわか

ってきたことは、小売店ばかりでなく生産、流通の段階でも問題がある

ということ。前回の意見で一番大切なのは小売店の対応という意見が多

かったようであるが、流通のチェーンの各段階すべてで問題がある。

【市村委員】

私もそのとおりだと思っている。

具体的にはデルフィニウム、カーネーション（スプレー）などは、エ

チレンの発生を抑えるＳＴＳ処理しないと日持ちが短くなり、処理なし

で５日ぐらい、処理をして１０日以上日持ちする。この処理に当たって、

これまでは処理濃度が薄くても長時間処理しておけば問題ないと言われ

ていたが、ごく最近の研究である程度濃くないと駄目であるということ

がわかってきた。研究面でもこのような問題が見つかったところである。

生産者の段階ではそれ以上の問題が出てくるとともに、薬剤の処理に

おいて、例えば、天候や温度によっても吸収力が変わってきて、効果が

変わってくる。このため、処理の仕方については研究をやっていくべき

ことはやって生産者に普及していく必要がある。

また、多くの市場においては施設的な問題で低温管理ができないとこ

ろが多いが、それによりどれだけ日持ちが短くなるかということがよく

分かっておらず、研究を行う必要がある。このような面から、生産・流

通についてもう一度見直しをしていく必要があると考える。

（情報提供）

【西岸委員】

農林水産省の補助事業を受けて生販連携の事業を実施してきた。生産

者の情報発信収集は、「何が売れているか」と受け身になっているが、

今出荷しているものに関して情報発信し、連携に取り組むべきと考える。

すなわち、生産者が情報を待つよりも、試作している商品等の生情報を

発信し、バイヤーからの反応を見るということにより、より実践的な対

応が可能となる。話し合いの中で新しい商品の企画も生まれ、消費者ニ

ーズに即した対応もできる。これは例えば、３０人ほどでの小さな生産

組合でも可能。

【金子委員】

ＭＰＳに取り組んでいる生産者が直接スーパーの店頭に立って売り、

直接消費者の声を聞いている例がある。本来、情報は商品タグなどと一
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緒に生産から流通に流れるのが理想である。しかし、商品の伝達も品質

管理も消費者ニーズの吸い上げも、残念ながら各流通の段階が１つにつ

ながらないのが問題。このような意味から、生産から流通に携わるすべ

ての者が品物と一緒に消費者にどうアプローチし、その声をどう吸い上

げるかというように変わっていかなければならない。それが連携の中で

生かされて商品に反映されていくということが、川上と川下の間で行わ

れればよいのではないか。

（２）需要の喚起（消費宣伝以外）について

資料３ 需要の喚起（消費宣伝以外）について以下を説明。

○（Ｐ１）花きの需要については、減少傾向にある。

○（Ｐ２）切り花及び園芸品・同用品を１年間に１度も購入したこと

の無い世帯は、各々６割と７割。我が国の切り花の１人当たりの消

費額は、多くの先進国を下回っており、ＧＤＰ比でみても最低のレ

ベル。したがって、需要が伸びる余地はあり、そのための取り組み

が重要な課題。

○（Ｐ２）切り花及び園芸品・同用品の購入金額を世帯主の年齢別で

見ると、若年層ほど購入金額が低く、また、最近の調査ほど購入金

額が低く、このままでは将来の消費は大きく減少する可能性がある。

○（Ｐ３）日本人の生活の中の花きについては、新しい検討事項であ

るが、古来より、仏花や生け花、盆栽等の伝統的な花き文化が日本

人の生活に浸透してきたところであり、現在ではフラワーアレンジ

メント等といった海外の花き文化も生活に取り入れられている一方

で、最近では、仏花を初め深く国民生活に取り入れられてきた花き

の利用がなされなくなってきている。需要拡大のためには、新しい

提案も必要だが、従来の花き文化の見直しも必要との御意見をいた

だいているが、具体的にどうするかについて、委員の皆様方の御意

見を是非いただきたい。

○（Ｐ４）小売りにおける資格制度については、花の扱い方や特徴、

使い方についての知識や技能を重視している。資格維持の条件とし

て、新たな知識等の習得を求めていない制度が多く、伝統的な花き

文化やＴＰＯに応じた花使いに関する知識を重視した制度はない。

今後は、小売店が消費者に対し、ニーズにあった情報を的確に提供

していく資格制度が求められている。

○（Ｐ４）小売りの現場では高くアンテナを張る必要があり、今後は

ニーズにあわせて積極的な情報発信を行う必要がある。

○（Ｐ５）花育については、子供のころ花が身近にあった人では、こ

の１年間で花を購入した人は約７割以上いるが、子供のころに身近

に花がなかった人では４割以下という調査結果があり、花育は将来



- 4 -

的な需要喚起にも繫がり得る。

○（Ｐ６）タイトルが「全国花育活動推進協議会」となっているが、

「と生活科教育研究会の活動」を加えていただきたい。

小学校の生活科教諭が中心となって組織されている生活科研究会で

は、定期的にワークショップやセミナーを開催して、花育も積極的

に取組んでいる。

○）（Ｐ７）本年４月から新学習指導要領の実施に際し、文部科学省

から教育現場に対しては、学習指導要領解説等によって「今回の改

訂では、特に継続的な飼育・栽培をおこなうことを強調」等として

おり、花育の意義を使用される際にはこの点を明らかにされると理

解いただきやすいと思われる。

全国花育推進協議会が教育者を対象に、「花育を授業や課外活動

で実施したことで、児童等において通常の授業や課外活動では診ら

れない反応や効果」をアンケートで聞いたところ、「植物・自然に

ついての知識が豊かになった」（３８人中２１人）、「やさしさや思

いやりの気持ちを持つようになった」（３８人中２０人）、「植物・

自然と関わることへの関心が高まった」、「植物・自然の美しさ、不

思議さ等への関心が高まった」（３８人中２０人）等の回答があり、

学習指導要領の目標にあった花育の効果が見られた。

○（Ｐ８）アンケートにおいてはより具体的に、花育が通常の授業や

課外活動より優れている点を記述した回答も多くあり、花育に対し

ては教育現場からも高い評価が寄せられていることがわかる。

○（Ｐ９）花きの効用については、様々な効用があるので、それを整

理した。近年「花（視覚面、嗅覚面）と血圧の関係」の研究も進め

られており、科学的な根拠に基づいた花きの効用の基礎的なデータ

も蓄積されつつあるが、これらの研究成果は消費者まで届いていな

い。

需要拡大のためにはこれらの効用を消費者にアピールすることが重

要であり、花きの効用を活かすためには、園芸療法やヒートアイラ

ンド対策など他産業との連携を推進する必要がある。

○（Ｐ１０）花きの輸出は、鉢物・盆栽・植木類を中心に近年大幅に

増加し、平成１９年度は対前年の２倍となっており、香港、中国向

けが急増している。

○（Ｐ１１）一方アジア諸国における富裕層の増加等花きの輸出機会

は増加しており、今後も日本産花きの供給先として期待できる。日

本産花きの特徴を生かしつつ、相手国の情報を入手分析し、日本産

花きの認知度を上げる取組を行うなど戦略的に取組むことが必要。

これに対し、委員から以下の意見が出された。
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【大石委員】

Ｐ２の花きの世帯当たりの年間購入割合とＰ５の子供の頃の経験と花

の購入の関係のデータでの年間購入割合の数字が大きく異なっている

が、なぜだろうか。

【小川委員】

理由は２つある。一つ目の理由は、総務省のものは２人以上の世帯の

調査。一方、フローラルマーケティング社のものはネット調査であり、

花に関心がある人が回答しているため、レスポンスバイアスがかかり自

然と高くなる。

２つ目は、２～３割の人がこの１年間は購入経験がないにも関わらず、

それ以上前に購入したり、人からもらったりしていれば、ここ１年以内

に購入したものと錯覚して回答されているのではないか。このようなこ

とから、現実は総務省の数値にいう４割に近いのではないかと思う。

【表室長】

総務省ものはサンプル数が多く、回答の前提としてきちんとした家計

簿をつけてもらっている。このようなことから錯覚は生じない。花への

興味のあるなしに関わらないデータである。

【小川委員】

ただ、誤解がないようにしていただきたいが、子供の時に身近に花が

あったかなかったかと、最近花を購入したかしなかったかの相関には有

意差がある。

【安藤委員】

親が花をいじらなければ、その子供もいじらないのは事実。これが一

番の問題であると思う。

（日本人の生活の中の花き）

【小川委員】

オランダ、ドイツでは花屋を営むには資格が必要である。一方、我が

国の資格は、花のデザインや装飾など素晴らしいものがあるが、花き業

界として仕事につながらない。極端かもしれないが、このような状況は

問題であると思う。

提案であるが、オランダ、ドイツ並みに資格がないと花屋ができない

ということにしてはどうか。

【表室長】

弁護士、医師、薬剤師などは、専門的な知識が必要であり、これがな



- 6 -

いと国民の財産、生命など様々なことに支障をきたす。そのため資格制

度がある。八百屋や魚屋などは食べ物を扱っており、健康に直結してい

るが資格制度はない。花の小売りはどのような位置づけに資するもので

あるか整理されないと、このような資格制度を作ることは難しい。

【小川委員】

２つのポイントがあると思う。なぜ、ドイツ、オランダに、花屋を営

む資格制度があるのかというと、これらの国は花が産業のど真ん中であ

る。日本では、花は素晴らしいものであるが、産業の中心にきていない。

米や野菜、肉などの食べ物の方が上で、花はその下になる。ただし、本

日議論されている花育のことなどいろいろあると思うが、我々が子供の

情操教育や老人などに対し「植物をさわらせることが、すごくプラスに

なる」ということを主張し、我々が舞台の中心に出していけばよいので

はないか。

２つ目は、たとえば花の生産、日持ちに関する技術として確立した知

識はあるが、残念ながら業界内でそのようなことを知らしめることをし

てこなかった。知識の水準はどんどん上がっているが、それを世の中に

知らしめてこなかった。結論からいえば、いいことがあるのにそれを学

んでこなかった。実際に知識は蓄積されていても、花のことを知らなく

ても売れる、売られるという形を作ってしまった。知識を伝えることが

できなければ、消費者から情報を吸い上げることはできない。資格が必

要であるのにそうではない仕組みを作ってしまったことが問題。花の資

格は、弁護士のようなＡの資格ではないだろうが、税理士のようなＢ＋

の資格だと思う。

ただ資格だけでなく学ぶために教科書づくりなど公的にやっていくべ

きだと考える。

【大木委員】

そのとおりだと思っている。我々消費者が願っていることは、例えば

フラワーショップ・プロデューサーなどの資格が必要と思う。要するに

花のことをよく知っている人が説明してくれれば今後も花を買おうとす

る気持ちになる人が多いと思う。

以前、食べ物であるが天然のホウボウという魚があり、どんなものだ

ろうと思っていた時、店員が一生懸命説明してくれた。買ってもらえる

思うから情報を提供するとのこと。色んな情報をきちんと提供してもら

えれば、買ってみるという行動につながると思う。そうすることにより

今後、花の文化をつないでいくことにつながると思う。

【金子委員】

花を売っている人が花の知識がないということが問題。花のことを知
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っている人がもっといれば花が買いやすい。花を売っていくということ

が社会的にどのような意味があるか。子供たちへの教育や生活にゆとり

を与えるものを扱っているんだという社会における役割を自覚すること

が必要。このような社会に貢献できるというものがあれば、花きを扱っ

ている人間の中に、例えば仏様にあげるものが外国製品でよいというこ

とにはならない。日本人の花きの使い方が荒れてきているのは、商売の

道具としか見てこなかった我々花き業界へのツケが回ってきた結果。こ

のように社会に貢献しているという意識があれば、もっと花のことを知

り、伝え、もっと勉強をしなければならない。花を扱っているものがい

いかげんなものや鮮度の悪いものを売ってはいけないという意識に変え

ていくことが重要。具体的には、消費拡大事業の中でどのように実施し

ていくかということにつながってくると思う。

【安藤委員】

ドイツ、オランダでこのような制度が生まれてきたのは自発的なもの

である。日本ではある団体に加盟しないと商売ができないとはできない

だろう。資格は上から与えるものではないだろう。制度を作って競わせ

るのがアジア的と言える。

（花育）

【西岸委員】

当センターでは、全国花育活動推進協議会の事務局を置いている。学

校の先生は花育の効果についてある程度自覚されているようだ。学校の

現場では、先生が準備や管理について自らがゼロからやるのに抵抗があ

るということ。最近の若い先生は花と接したことがないので、どこから

手をつけてよいかわからない。このような先生方に具体的にある程度示

してやる。例えば４５分内の授業の中で実施するためにこのようなこと

ができますよ、花屋はこのようなサポートができますよなど具体的な提

案を行い、それをまとめたマニュアルなどを作りたい。我々としては関

係者が協力して多様なやり方を考え、具体的なカリキュラムを作り上げ

て、この部分はこのような人がいけばサポートができるなど、先ほどの

資格を持った人でボランティアができる人を花育アドバイザーとして登

録し派遣する仕組みづくりをしていきたいと考えている。

また、小学校の高学年では地域での公園など地域住民と一緒になって

花壇づくりなど、地域的な広がりを見せている地域もあり、花のまちづ

くり運動などを活用していくことを次のステップにしていきたい。先駆

的な例としては世田谷区の小学校に生産者が働きかけて、花壇づくりや

屋上緑化などを実施している例がある。都市公園では花壇に入ってはだ

め、花に触ってはだめというところが多いが、学校では触ったり、収穫

してフラワーアレンジを楽しむことができればと思う。
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保護者については、夏休みに子供だけではできない水やりなどにも来

たりしており、幼稚園では参観日にいっしょにいろんなものを作ったり

している。

【大木委員】

以前は必ず教室に花が飾ってあった。ひとつ聞きたいのは、現在どれ

だけの教室が花を飾っているというデータがあるか。飾れば、水の取り

換えを行う。そこから出発していけばよいのではないかと思う。

【表室長】

今回のアンケートではそこまで聞いていない。（文部科学省の傍聴者

に確認しつつ）把握はしていない。

【鈴木委員】

オランダの教室にはめったに花は飾っていない。また、花育も実施さ

れていない。校庭にも花が植えてあるわけではない。しかし、家に花が

ないところは一軒もない。

我々種苗協会も花育のお手伝いをしており、１０年後にその努力が実

を結ぶことを願っている。先生にもお願いすると同時に家庭でも花を身

近に見せることを行わないと先生の負担が増える。

【安藤委員】

花文化、花を使う習慣が途絶えている。祖父母世代から親世代に伝え

られておらず、親世代に花を必要としている人が減っている。その人た

ちに買ってもらうとすることは無理。このため、親が家庭で子供に花の

使い方を教えられない。家庭でできないことは学校でやってもらうしか

ない。先生も疲れきっているので簡単ではない。

【小川委員】

先進国では、花の消費についてアメリカは５０％伸び、ヨーロッパは

国によって３倍消費が伸びている。人間一般では花はいらないというこ

とはない。問題は日本では近年、花きの良さを発見する機会・文化がな

かったということ。ヨーロッパやアメリカは、このようなことをやって

きた。日本では昔あったのに、いつの間にかなくなってしまった。この

ことが問題。

【川並委員】

事例として、紹介させていただきたいが、神奈川県のある花屋では３

０数年間母の日に子供に対して花を６００束ほど無料で配布している。

きっかけは、母の日にカーネーションを買えなく泣いていた子供に、
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ある詩人が花を買ってやったこと。その後小さなメッセージを付けて無

料で配布し、今に引き継がれている。

昔は、母の日に小さな子供たちが小遣をもってカーネーションを買い

に店頭にならんだ。今はなくなってしまっている。

地域の小学校や幼稚園に行って話をするとき必ず出てくるのは、土い

じりで手が汚れる、花アレルギーになる、切れるものを持つと手を切る

など、親から言われることを危惧されているかと思うが、うまくいく話

もまとまらない。

行政でないとできないことは早急に取り組んでいただきたい。

（花きの効用）

【安藤委員】

花きの効用というか、花きを必要とするのは一言でいえば「幸せにな

れる」から。なにも難しいことをいう必要はない。このことをどこかに

入れてもらえればと思う。

（輸出）

【安藤委員】

心情として日本で開発された種苗が輸出相手国から第３国に輸出され

たくない。

（２）需要の喚起（消費宣伝）について

引き続き、資料３ 需要の喚起（消費宣伝）について以下を説明。

○（Ｐ１２）前回参考としてオランダの花き産業レポートをお配りし

たが、今回の資料はその抜粋。

オランダでは、業界のことは自分たちでコントロールするとの考え

から業界内で税金を徴収する機関を設けることができ、事業者は業

界課税を支払うことが義務付けられている。

○（Ｐ１２）園芸分野では徴税機関は園芸生産管理機構（ＰＴ）と農

業卸売管理機構（Ｈｂａ g）の２つがあり、徴収された税金は各業

界で必要な各種研究・開発、プロモーション費等に利用される。

○（Ｐ１２）生産者と商業者の代表はＰＴとプロモーション機関の理

事として加わり、税の用途を決定したり、プロモーション業務を監

視する。

○（Ｐ１３）ＰＴに徴収された税は６分野の専門委員会に分けられ、

それぞれの分野で必要な研究・開発、プロモーション経費等に配分

される。オランダ花き協会（ＢＢＨ）のプロモーションがよく知ら

れているが、全体予算８３００万ユーロの１／４である。

○（Ｐ１３）分野ごとのプロモーション機関は、それぞれの分野ごと
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に、特定の品目・商品に偏らず、一般的なＰＲを行っている。プロ

モーション活動以外の使途としては研究・開発・調査費として配分

され、研究では研究機関（ワーヘニンヘン大学など）での技術的な

研究だけでなく社会・経済的な研究、例えば、労働環境調査や環境

基準達成に向けた研究にも使用。

○（Ｐ１４）オランダ花き協会（ＢＢＨ）では、花の基本的な知識の

普及や花の効用のＰＲを行う一般向けの取組と、小売店のトレーニ

ングや販売方法の提案を行うプロ向けの取組があり、国ごとの事情

に合わせて戦略を策定して行われている。

また、日本花き卸売協会会長の樋口委員より、資料５ 花きの消費拡

大事業について以下を説明。

○消費拡大検討委員会は、花きの消費が低迷し危機感が感じられる中、

（社）日本花き卸売市場協会の呼びかけにより、（社）日本花き生

産協会、（社）日本生花商協会、（社）日本インドア・グリーン協会

を含めた関係団体から選出された代表者８名により構成した「花き

消費拡大検討委員会」を平成２１年１月２１日に設立。

○これまでに、数回委員会を開催し以下の事項について取りまとめた。

・花き関係者が、卸売市場における取扱額の１／１０００を広告宣伝

費として出し合い、花きの消費拡大事業を展開。

・拠出する資金は、個々の関係者の了解の下で卸売市場が徴収業務を

行い、消費拡大事業を行うための資金管理団体において管理。

・花き消費拡大のための事業は、資金管理団体に設ける本委員会構成

団体を中心に構成される組織の決定を経て実施し、本委員会構成団

体は、以上の趣旨を団体構成員に十分徹底する。

・資金の徴収は、平成２２年４月１日からの実施を目指す。

・本委員会は、資金の徴収、資金管理団体の設立、その他花きの消費

拡大事業の実施に必要な事項について、引き続き検討を実施。

○花きの市場取扱額約４０００億円（推定）の１／１０００の４億円

について、出荷者、市場、買参者がぞれぞれ拠出し約１２億円位と

なる。これを資金管理団体で管理し、消費拡大事業を実施。

○また、大枠を決めただけであり、それぞれの団体においては、まだ

地区の団体まで落としていない。これらを行うにあたり徴収するこ

とに合意がとれるかどうかが今後の一番の仕事であり、集まった資

金をどのように使っていくかを含め委員会で検討していきたい。平

成２２年４月の実施に向けて急がないと駄目だと思っている。

○なお、現在考えられることとしては、テレビやラジオＣＭ、ＷＥＢ

広告、キャンペーン、新聞・雑誌・交通広告などがある。どう使っ

ていくかは決まっていない。

○本日、お集まりの各団体からの委員の方々においては、初めて聞く
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方もいると思われるが、花の消費拡大のためにも実現していきたい

と考えている。

これに対し、委員から以下の意見が出された。

（消費宣伝）

【安藤委員】

行政指導をお願いしたい。

【樋口委員】

オランダのように強制的に税金をとって行う仕組みにできればいいが、

日本では無理のような気がする。このような場合はどのようになるか、

大変になるような気がする。

今後の議論として、花は品目がいっぱいあり切り花はどうする、鉢物

はどうするかなどいろいろ課題がある。今後方向性を出していきたい。

【安藤委員】

あまり真剣に考える必要はないと思っている。生産者は市場に１／１

０求められており、たかが１／１０００である。１０億円位やって失敗

してもいいのではないか。そのぐらいの気持ちで仕掛ければいい。ただ、

目標を掲げる必要がある。そうしないと事業を実施させる相手先も決め

られない。

【横田委員】

プロモーションの中にぜひ入れていただきたい事項がある。外国人は

日本のニュースを見て楽しいという。さくらが見えたりして、日本はな

んて美しいところなんだと思われるとのこと。総理記者会見のところに

花が飾られているが、そんなに日本を象徴したものではない。その時に、

花き業界が協力して５２週の花というのを決めてそれを飾り、日本の花

が季節ごとに見られるようにしたり、たとえば今誘致しているオリンピ

ックのときには渡す花束をこちらからプロモーションして使ってもらう

など、いろんな省庁と協力して花が提供できるシステムづくりができれ

ばよいのではないかと思う。環境サミットにＭＰＳの花を出せば良かっ

たという話があった。大きなイベントに花を提供するなどのシステムづ

くりを皆さんと力を合わせてできればと思う。このようなことにより、

金をかけないＰＲの機会ができるのではないか。

【安藤委員】

地域の生産者が地域の小学校に花を飾ってはどうか。

花屋は花という「モノ」の扱いとなっている。そうではなく、「コト」
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の扱いが必要。花を買うと幸せになれるということを押さえておくこと

が必要。「花を売らない花売り娘の物語」（権八成樹 著）という本に、

花屋は花を売っているのではなく、花を手にした時に起こる何かを売っ

ていると述べられている。是非花関係の方には読んでいただきたい。

【池坊委員】

花は素晴らしい、楽しい、幸せというムードが伝わらないといけない。

プロモーションをかけるときにわかりやすくするということが大切。た

とえば肉なら「２９日（ニクノヒ）」など、だれが聞いてもわかる。花

の場合、いろんなものがあってイメージが分散してしまうことがあるか

もしれない。例えば、この日はバラ、この日はカーネーションを前面に

出すなど一つのイメージに絞り込むということがあってもよいのではな

いか。

資格はこんなにたくさんあるのかと驚いた。一方で取った人がどこに

いるだろうと思った。例えばレストランであれば「ソムリエ」という人

がおり、この人に聞けばワインのことは何でも分かるという人がいるが、

花に関する資格はいっぱいありすぎて、また実際に花屋で誰に聞いたら

よいかわからない。資格をもっている人を１つにまとめる、たとえば「ス

ーパーアドバイザー」などといった一般の人から見てもわかるという仕

組みも考えられるのではないかと感じている。

【大石委員】

消費宣伝、花育にしても自治体でも花き産業の振興施策を進めている

が、食べ物でないという弱みがある。文部科学省の教育指導要領や今回

の方針で花育を取り上げるようななんでもよいので、施策の拠り所とな

るものを国が示してもらえると施策を進めやすい。

【前林委員】

行政が１／１０００構想の実現に向けてぜひ踏み込んでもらいたい。

鉢物を生産している各県の役員から話を聞くと２０～２５％くらいの生

産者が減っている。当然商品も減っている。先ほど１／１０００の資金

の拠出に同意をとらなければならないとのことであったが、生産協会の

会員と協会に属さない者がいる。生産協会では同意しているが、具体的

な目標を定め、構想を示してもらい、ぜひ日程を早めて実施してもらい

たい。農林水産省はオブザーバーでなく、検討メンバーとして加わって

欲しい。団体に加わっていない者は行政の手を借りないと同意が得られ

ない。

【簔口委員】

消費拡大のキャンペーンは素晴らしいことだと思うが、小売店が理解
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していること、やろうという気持ちになっていることが重要である。そ

のキャンペーンで消費者が花を買おうとやってきても、花屋がキャンペ

ーンの内容を理解していなければがっかりしてしまう。一方、花が売れ

るようになると花が足らなくなり、花の卸売市場価格が上がってしまう

とので、これで何を売っていくのかを十分決めておいて実施することが

必要であるが、この辺はどのようになっているか。

【樋口委員】

まだ決まっていない。今後検討していきたい。突っ込んだ議論が必要

だと思う。

【小川委員】

１／１０００構想はぜひ実現していただきたい。日本の花の未来がか

かっていると思っている。

気になることが２つある。まだ１２億円使ってやることが抽象的では

ないか。何にどのようなキャンペーンをはるのか。たとえば花育にどれ

だけ使うかなどの青写真を描かないで行うことはいかがか。来年の４月

をメドに実施するのであれば、このような抽象的なものではなく、極め

て具体的なものを秋ぐらいまでに作成する必要があると思う。オランダ

と比べて日本のメディアコストは３～４倍である。具体的なプランがな

いとお金を集めてはいけないと思う。

もう１つは、資金管理団体がどのような組織になるか決めておく必要

がある。たとえば、株式会社形式なのか、協会方式なのか、オランダの

花き協会のような形か、アメリカの花き協会のような形か、花普及セン

ターが実施するのかなど、どのような形で行われるか、トップの人選な

ども決めておかないと動かない。

この２点については早く決めていただき実現していただきたい。

【安藤委員】

１／１０００に過ぎないのだからとにかくお金を集めること。失敗し

てもいい。生産者は１／１０００なら払う。

【伊藤委員】

１／１０００であっても生産農家にとっては厳しい。花き生産協会と

して推進決議しているので従うが、うちの農協だけでも２５０億円の取

扱高があるが、その１／１０００をどのように捻出していくか非常に難

しい。専業農家であっても、ぎりぎりのところであり、聞くところによ

ると市場や小売でも１／１０００であっても難しいといっているところ

もあると聞く。このような効果を見込んで１／１０００を徴収するとい

う説明が必要ではないか。農家の立場で言えばそう簡単にはいかないの
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が現実の問題である。

【小川委員】

今はまだ資金が集まっていないのでフィージビリティー・スタディ（実

現可能性調査）もできない。先ほど言った青写真を作ること、フィジビ

リティー・スタディに１００万円でも２００万円でも官がその経費を出

しても良いのではないか。本年予算は無理だろうが、もし実現が１年延

びるということがあれば予算要求をしてもらえればと思う。

【金子委員】

このことは我々の問題として考えていくべきであると思う。この場に

は生産者の代表や流通の人間がいる。６割の世帯が花を買わない中で何

をするのかというのが１／１０００構想なのであって、お金を取られる

ことに論議が行っているが、能動的に考えるべき話。

大切なのは花を買わないという人が多い中、これをどうしていくかと

いう１つの方策であり、根本的なことが話し合われないところに合意が

得られない理由があるのではないか。この構想は、透明性のある団体を

作ることも必要だが、消費を拡大する、そうなるための事業である。そ

れも含めて我々が作る、我々が出したお金で我々が使って、我々のとこ

ろに利益が帰ってくるという運動を展開する事業である。花き業界全体

が一つにつながっていく必要がある。そして、我々のそれぞれのところ

でもっと議論して形にしていく必要がある。我々自身が積極的に取り組

んでいくという姿勢がなければ成功しないと思っている。この事業を継

続的、安定的に宣伝や教育を実施していくためには、どういう集金の方

法でどうプロモーションしていけばできるという考え方の大きな全体的

な構想が必要である。例えば５年後にピークに戻ろうとする場合、何を

していけばいいのか、そのためにはどれだけのお金が安定的に必要かと

いう議論がまず必要。お金をいくらなら出せるかではなく、どういう結

果を出すためにどういうお金が必要という話にならないと出す方も出せ

ないし、出したものが効果的に運用されない。そうなって市場が取ると

いう負担感のない方法が活かせる。それぞれの団体でもっとオープンな

ところで議論していく、そういう運動を起こす必要があると思う。それ

が構想の下支えになれば現実的な問題となってくのではないか。したが

って我々もそういうものが必要で、我々も責任を果たしていくというこ

とになっていったらいいと思う。

（２）供給面の課題（輸入、国内生産体制）について

引き続き、資料４ 供給面の課題（輸入、国内生産体制）について以

下を説明。
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○（Ｐ１）近年切り花類の輸入は増加傾向で推移し、そのシェアは１

９．２％となっている。

○（Ｐ４）輸入切り花を取り扱っている小売店は、９４．１％と高く

なっており、今後については現状の取扱割合を維持したいという回

答が最も多い。また、輸入切り花を購入するメリットとして、「国

産切り花より単価が安い」、「価格が安定している」などの価格面か

らの理由、「希少な品目・品種が取り扱える」、「同一品目・品種の

大量仕入れが可能」など品目・品種に関する理由が挙げられている。

しかしデメリットとして、くん蒸等による品質の低下のリスクが挙

げられている。

○（Ｐ４）輸入切り花のうち輪キク、カーネーション、バラは平成１

６年と比べ１本当たりの価格が上がっており、品質の向上が見られ

る。

○（Ｐ５）国産の強みを輸入品と比較してみた。表をまとめると、国

産花きが安定的な需要を確保するためには、国内の需要者に近いと

いう立場を生かし、日持ちや高品質、個性的なものを求めるニーズ

に応えて付加価値を高め、差別化やブランド化を推進することが必

要ということ。言い換えると、生産者は、卸売・小売り等の助けを

得ながら、輸入品の強みを研究し、自らの強みと弱みを分析した上

で、生産販売戦略を立案し、実行していく必要があると考えられる。

○（Ｐ６）花きの法人数は、他の農産物と比べ比較的多いという明る

い材料はあるものの、花きの算出額、作付面積、販売農家数等につ

いては、残念ながら減少傾向にある。また、花き・花木の法人数は、

米麦作、果樹、そ菜、工芸作物よりも比較的多い。

○（Ｐ７）花き以外のものについては、農業従業者全体よりも基幹的

農業従業者のほうが中央値が総じて高くなっている。稲作などは、

農業従事者が５６歳で基幹的農業従事者が１０歳あがって６６歳。

花き・花木は前者、後者が５６歳と違いがないことから、若い世代

が中心に従事していることがうかがえる。

○（Ｐ１０）農業所得については、花きにおける１０ a 当たり及び１

戸当たりにおける農業所得は、他の品目よりも高いが、労働時間が

他品目よりも長いため、時間当たりの農業所得は他品目と同程度。

○（Ｐ１１）各種経費については、施設花きは全体的に各種経費の割

合が高く、施設野菜よりも農業所得率が低い。個別には施設ばらは

光熱動力費の割合、ゆり及びカーネーションは種苗・苗木の割合が、

カーネーション及びシクラメンについては雇用労賃の割合が他の品

目よりも高い。露地きくは、雇用労賃が露地野菜及び果樹よりも高

いものの、農業所得率が高い。

○（Ｐ１２）輪ぎくにおいては、我が国とオランダの経営コストを比

較すると、単位面積当たりの収穫量がオランダの方が多いため、１
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本当たりの経営コストはオランダ産が国産の約７割となっており、

種苗費はオランダ産が、出荷経費、労働費は国産が高い。

○（Ｐ１３）国内の生産体制を強化していくためには、新品種や新技

術の導入による省力化・低コスト化を図る必要がある。直売所を活

用し、新たな販路の確保のみならず、市場流通規格外商品の花きを

有効活用し、ロスを減らすことで農業所得の向上を図る取組が見受

けられる。

これに対し、委員から以下の意見が出された。

（輸入）

【安藤委員】

野菜ほど深刻ではないが、定時、定量、定価、定質である輸入品を求

める人達がいることを押さえて欲しい。今までは、輸入花きは日本に無

いもの、珍しいも、安いものが中心であったが、例えばマレーシアのス

プレイギクは品質の良いものが多くなっている。日本は技術開発立国と

してのプライドがもっと必要だと思う。

【鈴木委員】

輸入は１９８５年に「切り花に係る現地検査確認」がオランダで行わ

れるようになり、当時の市場関係者はすぐに輸入が４分の１まで増える

と思ったがそうではなかった。日本の農家はこれまでなんとかやってこ

れたのは、物日に価格が高かったためであるが、切り花の輸入のシェア

が１９％といっても、輸出国は物日に集中して出荷してくるので、単価

が安くなり日本の生産業者は苦しんでいる。

【安藤委員】

カーネーションのダメージが一番大きい。カーネーションは母の日に

集中する。日本も四季咲きでなく母の一週間前に一気に咲くような品種、

一季咲きで対抗すべきだと考える。

バラは咲き方の性質と需要が一致している。キクも同様。カーネーシ

ョンもキクのように性質と需要が一致したものを作ってはどうか。

【大石委員】

十数年前カーネーションについて１回切りという栽培があった。しか

し研究だけで終わってしまい定着しなかった。結局は生産者が儲からな

かったので中々難しい。

（国内生産）

【大石委員】
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平成１７年の振興方針では、短茎多収について述べられていたが、現

実は普及していない。ネックは、長くて重い物の方が価格が高いという

常識が覆せなかった。実際はキクの場合、長さが９０ｃｍもいらない。

花屋で３０ｃｍ切って６０ｃｍにしている。この分生産コスト等が上が

り、ＣＯ２削減もできない。６０ｃｍのものを栽培すればもっと栽培回

数を増やすことができ安く安定供給できる。規格を見直す必要がある。

【樋口委員】

これは長年の課題。短くてもよいと思うが、セリにかかった時、長く、

ボリュームがあった方が高いという現状であり、どうしてもそちらの方

になってしまう。

最近の葬儀の祭壇は短いものでも良くなっている。使う段階では短く

ても、買う段階では長いほうが良いということかと思う。

【大石委員】

末端の消費者がどのように感じているかと思い、今年３月ナゴヤドー

ムであったフラワーショーで来場者８００人に対しアンケートを行った。

従来からの９０ｃｍのものと６０ｃｍのものを並べて聞いたところ、６

～７割の人が長くなくてもよいと答えている。値段については、例えば

長いものが１００円とした場合、短いものは７０～８０円、中には同じ

１００円であっても良いとの答えであった。必ずしも消費者は、短いと

安いという感覚はないと感じた。この結果から短いものは安いと決めて

かかるのはいかがかと思っている。生産の安定を考えると今の規格をも

う一度見直す必要があるのではないか。

【伊藤委員】

生産者の立場からすれば、短い方が圃場での回転もよく、生産コスト、

出荷箱や輸送コストからみて理想ではある。一度輪ぎくを５ｃｍ短くし

たことがあるが安くなったので戻したことがある。６０ｃｍなら年３作、

４作も可能である。

【前林委員】

生産者の品質の基準は品評会かと思う。基準は３０年前のままで、切

り前と長さが中心である。他の産業のアンケートの取り方とか、審査員

に若い人を入れるとかしないといけない。

【大木委員】

日本のユリと輸入のユリとどちらがユリはにおいが強いか教えて欲し

い。たとえば病院でも使えるように匂いが少ないものなど、輸入品と差

別化できるような技術が開発されていれば、消費者としてありがたい。
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【市村委員】

一般的に匂いは時間が経てば少なくなる。輸入品は輸送に時間がかか

るので匂いが少ない。

国産品は匂いが強いので、それを逆手にとって、バラなどは香りのい

い品種ということをメリットにして売っていける。

先ほど話があったユリについて、匂いを抑える薬剤をつい最近開発し

たところである。

【横田委員】

世界ラン展でどうしてこの花が賞に選ばれたか疑問に思うことがある。

専門家の人は、この小さなところにこんな花の咲き方がするところが素

晴らしいと言われる。説明を聞くと「そうか」と分かるが、一方で私た

ちがそれを美しいと思えないことがある。そこが審査員の基準と一般の

人が見る基準と異なっているということだと思われる。どこかで一般の

人の素直な目も取り入れながら、どういう花が欲しいのかを聞いて、そ

のことを取り入れながら審査していくことが必要ではないかと思う。

葬儀の祭壇で９０ｃｍも必要ない。普段使われているままの形で提供

していったらどうかと思う。

【簔口委員】

長さが９０ｃｍのことは花屋を始めた時から疑問に思っていた。消費

者は望んでいない。消費者のために短くしたらセリで高くならない、売

れない、評価が低いという考えは消費者を見ていない。結論から言えば

うちの店では９０ｃｍはいらない。消費者がどれだけのものが欲しいと

いうことを念頭にしていただければと思う。

【安藤委員】

長さは品質の証。大は小を兼ねる。前衛、希少、高嶺の花といった一

般の人が理解しづらいものもはあって良い。

【大石委員】

品評会の審査員をやってきた立場からいえば、生産者が一生懸命作っ

てきたものを審査するので、「なぜこんなものを選んだ」と言われない

ように、審査をしながら審査されるような気持ちで行っている。

審査の後、一般消費者に人気投票してもらうと異なった結果が返って

きた。審査は品種の特徴をどう引き出したかとか栽培技術などを見るの

で、一般消費者との感覚とずれている。一般公開する場合は、消費宣伝

の場にもなっているので、審査基準を見直していく必要があると感じて

いる。
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【腰岡座長】

品評会でも消費者の意見を取り入れてやっているところもある。

短茎多収栽培については５年前の振興方針でやったが、技術はできたが

流通のコンセンサスが得られていない状況にある。

【西岸委員】

セリではなかなか慣行を破れないので、短茎多収は予約相対取引でやった

らどうか。各産地毎に輸送の段ボールは、形態が異なり、無駄が多い状

態となっている。業務用は、予約相対で規格をそろえ、一箱にもっと本

数を多く詰めて流通コストを下げることもできる。予約相対は、集荷団

体、卸売業者がある程度価格を保証してやっていくという仕組みが意図

的になされないと生産者だけの取り組みではできない。

【川並委員】

花屋を消費者と考えるならば、花屋に商品情報やイベントなどの情報

が行けばもっと消費は拡大するだろうと思う。日持ち、採花日を生産者

が表示して市場に出してもらえれば、いろんな論議ができすっきりした

形になると思う。

籠盛りやスタンド花では、５０～６０ｃｍの短いものでは対応できな

い。用途に応じた長さのものの供給が必要。

（３）供給面の課題（流通の合理化）について

資料４ 供給面の課題（流通の合理化）、資料６ 流通に関する意見

について以下を説明。

（供給面の課題（流通の合理化））

○（Ｐ１４）国産花きの流通は、品目・品種が非常に多いことや生産

構造や小売構造が零細であること、とりわけ切り花は貯蔵性が乏し

いことにより、卸売市場経由率が８５．４％と高い。

○（Ｐ１４）花きの卸売市場は、中央と地方を合わせて１９２市場と

なっており、地方卸売市場は、市場数、取扱金額とも減少傾向。一

方、中央卸売市場では、市場数は横ばいであるが取扱金額は増加傾

向で推移。

○（Ｐ１６）中央か地方かについて要件は色々あるが、地方卸売市場

は、中央卸売市場以外のものと考えると理解しやすい。例えば、東

京の大田市場に次ぐ二番目の取扱高を誇る大阪鶴見花き市場は地方

卸売市場であるとおり、規模で分けられているわけではない。

○（Ｐ１７）卸売市場法では、中央卸売市場における卸売業者は市場

内にある物品以外のものを原則として卸売してはならない「商物一
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致」が原則とされている。しかし、規格性を有するために現物を見

なくても適正に取引することが可能であるなど条件を満たした上で、

市場関係者で構成される市場取引委員会の審議を経て、当該市場開

設者の承認を受けた場合は、切り花も商物分離取引の対象となるル

ールになっている。よく切り花は商物一致が必須という方がおられ

るが、このような道があり、まずこの事実関係をしっかり認識して

いただきたい。

○（Ｐ１８）昨年、浜松の地方卸売市場が倒産し、出荷者の販売代金

が回収できなかったことがあった。金額によっては出荷者のダメー

ジは非常に大きい。中央卸売市場では、卸売業者は受託契約約款を

定めることとされており、国は受託契約約款の参考例を示し、その

中で仕切金（卸売代金から委託手数料等を差し引いたもの）の支払

日数を例示している。また、卸売業者は市場開設者に保証金を預託

することとなっており、更に一定額以上の純資産額の保有を求める

等健全な経営を求め、市場開設者や農林水産省等がこれを監督して

いることから、受託契約約款例に従っている中央卸売市場において

は問題が起こる可能性は低いと考えられる。

しかしながら約款において支払い期日を翌日までとしているケース

がどのくらいあるのか、ほとんど特約になっているのではないかと

いうことも聞くので、出荷者においては約款の内容の確認や約款ど

おり支払われているかの確認が重要。もう少し実態を調査していき

たい。

（資料６ 流通に関する意見）

○流通について、これまでの検討会での御指摘や様々な機会を通じて

聞いたことがある御意見をまとめた。以下、ご紹介する。

○まず生産側について

・生産規模が小さく、また、生産される品目・品種数が多く、ロット

が小さいため、

①輸送が非効率（トラック一台満載するために、複数の農家を回る

必要あり）

②仕分けや積み込み時に時間・人手が掛かる（生産者だけでなく卸

売業者にとってもコスト増）

③大口需要家との契約栽培が進みにくい。

・また、特に鉢物の場合は、集中出荷による値崩れリスクを下げるた

めに多数の卸売市場に出荷している場合、積載効率が低くなり輸送

が非効率。

・特に切り花の場合は、産地によって規格の統一がなされていないな

ど、同じ品目・品種で同じ等級であっても産地間で差がある。

・また、出荷箱（切り花）が産地によってバラバラであり、輸送が非
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効率。鉢物のプラスチックトレーも産地によってバラバラであり、

リユースが進まない。

○卸売業者について

・卸売業者の数が多く、一事業者の規模が小さいため、中小の卸売業

者には荷が集まらず、需要家のニーズに合った品揃えができない、

という御意見がある一方、近場に卸売市場があると便利という生産

者、小売店もあるとの御意見もある。

・切り花について、日持ち性向上と買参人の需要への即応の観点から

は、毎日取引日とすべきではないか（現在は、月、水、金が主流）。

・ＩＴ化は進んでいるものの、未だに注文や伝票のやりとりが電話や

ＦＡＸで行われていることもあり、コスト増要因。

・中央卸売市場の卸売手数料については、定額も卸売市場法の改正に

より可能となったにもかかわらず、定率制を採っているため、安値

でしか販売できなかった場合のコスト割れに甘んじているという御

意見がある。

ちなみに、これはそもそも手数料率は定率制しか認められないとい

う認識が広く広まっているため、このような表現ぶりで記載した。

・卸売市場は決済機能を担っていることをウリにしている一方、卸売

業者の倒産の際、販売代金を回収できない出荷者が存在する。

○小売、仲卸について

・零細な小売店では一箱当たりの入り数を少なくして欲しいとの要望

がある。ただ、これは生産者や卸売業者のコスト増要因となるため、

現在は仲卸が小分け機能を担っているということが中心的な考え方

であると思われる。

○全体として

・コールドチェーンはインフラ面では十分か。日持ち性向上に対する

意識があれば十分なのか。

・生産者から卸売業者（又は仲卸業者）から小売店の間で情報が途切

れやすい。逆の情報の流れも同じ。情報を活用するという意識があ

れば流通の行程で情報が流れていくのかという点についても御議論

いただきたい。

○先ほど、段ボールの問題については、流通の項目で扱うこととした。

御意見があればいただきたい。

続いて、総合食料局流通課池田卸売市場室長（以下「池田室長」とい

う。）から、市場法等に関し以下の補足説明を行った。

○卸売市場で取り扱っている農林畜産物品の特徴として、生産が気候、
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気象に左右されやすいと同時に、このようなものを確実に無駄なく

販売するために卸売市場が設けられている。その卸売市場では出荷

されたものを全量引き受け、小分けし、小売店又は消費者にお届け

するというのが基本的な役割である。

○中央卸売市場は、流通の改善、効率的、公性的価格形成の面から開

設者が地方公共団体であり、かなり厳しい規制があり、開設者が監

督しており、いわば流通の大動脈を担っている。一方、地方卸売市

場は集配機能を担っており、いわば小動脈、毛細血管であり、大半

は民間業者が開設者である。実際に中央卸売市場に入っているのは

民間の卸売業者である。

○卸売市場が多いのではないかとの御意見に対しては、現在、地方の

集荷力が落ちている中央卸売市場は、統合や地方卸売化をしてもら

っており、平成１６年の卸売市場法を改正してから、（全ての品目

の卸売市場の中で）現在１６市場が何らかの計画を立て、これまで

１１市場が実施している。

○手数料は、花き（９．５％）野菜（８．５％）など定率で行ってい

るが、卸売市場法では定率でなければならないとはなっていない。

しかし、定率は長い歴史があり出荷者にとって安心できる仕組み、

卸にとっては高く売れるインセンティブではなかったかと思われる。

定率でなければならないというわけではないが、適正な卸売価格の

形成の観点から差別的取扱いや受託拒否がないようにする必要があ

る。

○決済機能については、卸売市場の決済期間が短い、確実に回収でき

るということが特徴である。

これに対し、委員から以下の意見が出された。

【安藤委員】

市場は優れた機能があるが、生産者の情報が途切れてしまう。花以外

のものではどのような状況か教えてほしい。

【池田室長】

情報は双方に流れているが、他のものも同じような話を聞いている。

全てうまくいっていないわけではない。卸売市場法では、卸売は仲卸業

者、買参人である小売以外に売ってはならない、あるいは仲卸は卸売業

者からしか買ってはならないのが原則。しかし平成１６年の改正で生産

者、実需者のニーズを反映したい場合は、新しい製品を開発するという

意味で直接取引が可能という例外を作った。

（生産者関係）
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【横田委員】

趣味の園芸の番組の収録において、いろんな花が集まるが、そのトレ

イの大きさがバラバラであり、収録が終わると捨てており、いつも罪悪

感を感じている。同じように鉢の号数が同じでも高さがバラバラ。農林

水産省側で規格を統一する元となるルール作りを行い、リユースするこ

とができないだろうかと思う。規格を統一して化粧鉢を作れば、違う産

業に発展していくのではないか。

【前林委員】

過去、鉢物のトレイについて農林水産省の支援で、生産者、市場、プ

ラスチックメーカー、再販する業者とで、「花き流通容器システム協議

会」を立ち上げ検討した。現在、その代表を務めている。集金、再販、

リサイクルの面でのことがあるが、実際にはうまくいっていない。今は

少し治まったが、中国向けのプラスチックの需要拡大からトレイを圧縮

して他の製品にしてしまうなど、回収がうまくいかなかった。システム

をきちんと確立できたらと考える。

ポットに関しては、製品を製造するプラスチックメーカーの工業会が

ないために、互いに交流がなく生産者のニーズに合わせたあらゆるもの

ができてしまう。趣味のものなのでそれぞれの業者から違う提案を求め

られることから、統一は難しい現状にある。しかし、燃やせる、土に返

せるなどゴミにならないような材質も使われており期待している。

我が国の生産者は規模が小さいことから、国の事業で４地区だけ集荷

センターが整備されている。先日、センター協議会を実施した。

ＩＴ化は地域によってその進み方が異なる。互いのセンター同士が機

能することで、トラックの積載効率が向上する。

（卸売業者）

【市村委員】

資料６には転送の問題が書かれていない。現在流通の大きな問題は転

送であると思っている。大きな市場では全国各地に転送していると聞い

ている。例えば九州において生産されたものが東京へ行き、また九州で

販売されるという状況があり、ある市場では地方に子会社を作り対策を

講じているところもあるが、このことが問題であると思う。

【川並委員】

今の問題は地方では由々しき問題だと考える。鮮度が落ちるばかりか、

各流通の段階で手数料が上乗せされたものを買わされ、消費者に販売す

るという劣悪な状況にある。このような転送により流通に係る日数が増

え、鮮度が落ちたり、日持ちが短くなるなどの問題が生じてくる。

国産は転送で消費者に届く距離がどんどん遠くなる感じがあり、輸入
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品は市場外取引で我々の手元に早く入るという現況がある。このような

ことは、根強く、根深く浸透してきたものであるため、行政の力で解決

していただければと考える。

【腰岡座長】

これは経営の問題なのか会社の問題であるか。

【川並委員】

経営の問題である。この話を深くしていくと、たとえば花キューピッ

トは「母の日」をお客様へのサービスの日ととらえて取り組んでいる。

このような中で、例えば大手市場の買占めにあったりして我々が扱う商

品というのは必ずといっていいほど地方の市場からなくなってしまった

り、価格が急騰してしまうことがある。

【安藤委員】

転送して二度セリする問題について、行政はどう考えているか。

【池田室長】

このようなことは花に限ったことではないが、なぜ転送が起きるか、

なぜ大市場に集まるかを考える必要がある。地方の市場が小ロットで一

つ一つあたるより、このような大きな市場から、まとめて購入した方が

効率的な場合がある。このため、例えば連携をして共同集荷をすること

による集荷力を高める。このような場合には、固定資産税の減免処置を

するなどの政策を講じている。また、経営体質や経営基盤の強化につい

ては、具体的に言えば合併、統合ということで集荷力を上げていただく

ことをひとつの方向性としている。そのようなところには登録免許税を

減免するなどの対策を講じている。

（小売・仲卸）

【鈴木委員】

日本の花はなぜ高いか。例えばトルコギキョウの場合に生産者は孫芽

を取らなければならない。我々種苗業者は孫芽の付かない品種を作ると

いうことで一生懸命やっている。生産現場に行った時、ひまわりの葉っ

ぱを一生懸命取っていた。我々はいかに強い葉っぱのひまわりを作るか

とやってきたのに、その葉っぱを取っているのでその理由を聞いたとこ

ろ「市場からこのようにして欲しい」と要望があったためとのこと。こ

れはすごい手間である。これでは花のコストを上げるために働いている

ようなもの。また、ひまわりを１箱を２０本入りにするなど箱一杯にせ

ず送られており、流通経費だけでも１本２０円するなど様々な部分で余

分なコストがかかっている。これから先もずっと花を小売される方は、
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このような世界に類をみない綺麗でぴかぴかの花を作れといわれるのか、

例えば、葉っぱが邪魔だったら自分で取るのかなど疑問に思っている。

【安藤委員】

小売店の教育が問題か。小売ばかりでなく、生産者、卸売市場も教育

が必要だと思う。消費拡大に大きなブレーキとなっている。

【小川委員】

小売と流通の段階で、まともな賃金が払えていないというのが問題。

回転を速くしないとまともにならない。そのために私は需要拡大が必要

と言っている。

転送が全て悪いわけではないと考えるが、現状は無駄が多い。作業効

率が悪い。毎日出荷されないのは回転が悪くなる。

もう一つは小売と流通がダブったり無駄な動きをしているということ。

その例が転送である。転送自身が悪いとは思っていない。転送すること

により効率が上がればよく、例えば、ハブ・アンド・スポーク理論とい

うように、一度に一か所に集めて輸送すれば輸送距離は長くなるが安く

運べる。

もう一つは、毎日取引できないのは回転が悪いことが要因であり、需

要が上がれば回転は速くなり、毎日市場を開場しなければならなくなる。

毎日ならば労働のサイクルは２４時間となるが、２日ごととなれば４８

時間でリズムが悪くなり、その分効率は悪くなる。

これらは個々の問題ではなく、全体をデザインしないといけないと考

える。我々はそれぞれのパーツごとの論議ではなく、全体的なシステム

の議論が必要。需要拡大ばかりでなくオペレーションが問題だと考える。

短茎多収も毎日がセリならば長くてはやっていけないだろう。バケッ

トやフラコン（鉢物トレーの一種）の統一も問題はそこにはなく、全体

の中で論議しないといけない。

【安藤委員】

オランダは生産者が市場でやっている攻める市場であるが、日本は市

場は受け手である。そこまでやるモチベーションがあるか。

【小川委員】

日本が攻めたいと思っていないわけではないと思う。モチベーション

の問題ではない。個人だけでは解決できない。システムのデザインが他

の業界でできていて、花の業界ではできていない。

【表室長】

このポストについて、花の業界についていろいろ不思議に思っている
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ことがある。工業、商業の世界では問題点についてみんなで話し合って

方向性を出していこうという動きがあるがこの業界では見えてこない。

意識の高い人たちが集まってグランドデザインを描いてほしい。

役所が絵を描く時代ではないと思うが、この業界の振興を司っており

一緒に考えたい。

【鈴木委員】

日本の花きは、日本で作って日本で売っている。売るところは日本し

かない。他の産業とは全然異なる。

【金子委員】

全国の仲卸の業者が集まった総会の中で、５つの提案をし、その１つ

が小売店へのサポートであるとか市場とのパートナーシップなど提言を

出した。まだ、この組織は新しく、創業者が多く、流通の中核におり、

生産や小売りのことをよく理解しているものが多いので、業界の中心的

な役割を果たしていこうとしている。これまで花き業界は、業界全体と

して取り組むこと、一つになることができなかった。本日は、花き業界

を代表する皆さんが御出席されているので、それぞれのところで持ち帰

って議論していただきたい。このような意味で１／１０００構想を何が

何でも成功させたいと思っている。業界全体が一つになって花が売れれ

ば問題は解決できると思っている。

【安藤委員】

何も消費宣伝をしなくても、６０００億円までいったのだから、実施

すれば１兆円まで行く。

（４）最後に表室長より以下について説明し、本日の検討会を終了した。

○次回は、中間とりまとめについて議論いただくこととしているが、現

在、食料・農業・農村政策審議会において、食料・農業・農村基本計

画の見直し議論が進んでおり、中間とりまとめにおいては、場合によ

ってその論議を踏まえた中身にしたいと考えている。


