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第４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２２日（水）１５時００分～１７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。ただし、安藤委員、池坊委員、大石委員は欠

席。

事務局は本川生産局長、表花き産業振興室長ほか

４ 議事概要

本川生産局長の挨拶の後、腰岡座長により議事次第に基づき議事が進めら

れた。

（１）第三回検討会において各委員から出された主な御意見

表花き産業振興室長（以下「表室長」という。）から資料１ 第三回

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。

○第三回検討会においては、冒頭第二回までに議論いただいた事項に

ついて改めて論議いただき、「品質管理」と「情報提供」について

資料にあるような御意見をいただいた。

○その後、第三回検討会において、新たな検討項目として「日本人の

生活の中の花き」について御議論いただいた。この項の最後に追加

で矢印を付けた部分がある。これは、中間とりまとめを行う過程で、

小売店においては、有資格者が時間帯によってはいること又は常に

必ずいることが必要か、それとも資格者の有無では無く、店として

体制が整っていることが必要かとの疑問が生じたことから、本日さ

らに議論をお願いしたい。

○続いて、「花育」について御議論いただいた。この項の後半に、委

員からの、花育については特に、土で手が汚れる、アレルギー、刃

物で手が切れるなど意見を寄せている親がおり、学校側はこのよう

な意見を恐れ、花育活動がまとまらないことから、行政に取り組ん

で欲しいとの御要望を記してある。この点については、矢印の後、

文部科学省から今春の学習指導要領の改訂の解説において、特に継

続的な飼育・栽培を行うことを強調しているので、学校側にこの事

実を伝えれば花育に理解が得やすいのではないか。それでも理解い

ただけなかった場合は、具体的に、いつ、どこで、誰が、どのよう
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に言われたかをお伝えいただき、事実関係を確認することから始め

たらどうか、と記した。それは、そうすれば、我々として関係省庁

との話がしやすくなるためである。

○「消費宣伝」については、樋口委員から「千分の一構想」について

御紹介いただきながら議論いただいた。

○「輸入」、「国内生産」、「流通の合理化」について資料のとおり議

論いただいた。

○検討項目の中では整理できなかったが、重要な項目であったので「そ

の他」として、我々は花が日本の産業の中心になるように主張して

いくべきとの御意見を記載した。

これに対し、委員から以下の意見が出された。

【西岸委員】

花に関する資格については、認可するようなものでなく、それぞれの

団体が自前の認定資格を持っている。しかし、花屋は店頭でこのような

資格の表示をしていない。店員にプレートを付けさせるなど業界全体で

アピールに取り組んだらどうか。一般の人が分かるようにすれば、その

人に質問ができる。規制ではないが、このような技量をもっとアピール

していこうとすることを、業界の中で申し合わせを行い、実施していけ

ば、消費者にとって入りやすくなるのではないか。

ホームセンターなどでは、「グリーンアドバイザー」などの資格を社

員に積極的にとらせていると聞いているが、実際に店に行った時に、ど

こにいるのかわからない。

【萩原委員】

当社では、グリーンアドバイザーの資格者には、ネームプレートの上

に表示しているが、なかなか見てもらえない。できれば有資格者を置い

ているのが一番良いが、薬剤師のようにいないと販売ができないといっ

た、がちがちの資格制度では、消費者は不便である感じがする。

（２）花き産業振興方針について（案）（中間とりまとめ）

表室長より、資料３ 花き産業振興方針について（案）（中間とりま

とめ）、以下を説明。

○まず、中間とりまとめに当たっての基本的な方針をお伝えすると、

この中間とりまとめは各委員からの御意見を最大限に取り入れる形

で作成している。御意見に相違があった事項についても、問題意識

が共有されている場合には、最大公約数を盛り込んでいる。

○委員の御意見を踏まえ、より具体的に盛り込んだ方が良いと考えた
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ことについては、「叩き台」を作るつもりで記載しており、我々が

誤解している点や理解不足の点について、本日御指摘いただき、こ

の中間とりまとめをより完成度の高いものにしていきたい。

○Ⅰ はじめに

(P1)ここでは、花き産業振興方針の位置付けと今回の検討会開催

に至った背景や経過を記載している。

○Ⅱ 我が国における花き産業・花き生産の位置付け

(P1)客観的なデータを示しながら位置づけを記載している。

○Ⅲ 花き産業の現状と課題

・(P2)「１ 需要の低迷」については、現状と将来予測、将来の

可能性を記載した。

・(P2)「２ 輸入の拡大と国内生産の減少」について、生産者の

現状に言及しつつ、課題を抽出した。

・(P3)「３ ニーズへの対応」については、前半では小売りの担

い手の変化に触れつつ、マーケティングの重要性について言及し、

後半では特に要望の強い日持ちについて、ニーズに応じた第一歩

という観点から対応の重要性を記載した。

○Ⅳ 今後の花き産業振興に向けた基本的な方針と具体的取組等

１ 消費者に対する正しい知識の普及

・(P4)「（１）消費者との接点である小売りの役割」については特

に、需要拡大の観点や日持ち性に関する消費者の満足度向上の観

点から、消費者に直接接する小売り分野の役割が非常に大きいと

した上で、小売りにおいては、店員の持続的な知識習得を進める

とともに、顧客とのコミュニケーション能力の向上を進める必要

がある、としている。

・(P4)「（２）ニーズにあった資格制度の創設・運用」については、

花きに関する情報や必要とされる新品種や花の効用等の情報は日

々新しくなってきていることから、ニーズに合った情報提供を可

能とする小売りの資格制度の創設・運営が望まれる、としている。

・(P5)「（３）無購買層・低購買層に対する取組」については、小

売りを介した知識の普及は望みにくいので、マスメディアやイン

ターネット等の媒体を活用した花きに関する正しい知識の普及を

図る必要があるとし、花育の重要性にも言及している。

２ 新しい需要の創出

・(P5)「（１）花育の推進」については、平成２０年３月に学習指

導要領が改訂されたが、文部科学省は、「今回の改訂では、特に

継続的な飼育・栽培を行うことを強調」（小学校学習指導要領解

説 生活編）しているという事実を記載した上で、花育はそれに
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沿った取組であるだけでなく、教育関係者を対象としたアンケー

ト調査においても、教育上の効果が高いとの評価がされていると

の形で、アンケートも踏まえた事実結果を示している。その上で、

花育の推進のためには、全国花育活動推進協議会が実施している

花育アドバイザーの紹介など教育現場のニーズへの対応を進める

とともに、面的な広がりをもたせるための環境整備を行う必要が

ある、としている。また、家庭の中で花きに親しんでもらうため、

親が花きに親しんでいない世帯も増えてきていることから、現状

も踏まえて親子教室や地域活動など、大人も参加した形での取組

も進める必要がある、と提案している。

・(P5)「（２）花きの魅力、効用に関する情報発信と活用」につい

ては、花きの魅力、効用について、花を扱う花き業界の者が正し

く理解した上で消費者へアピールし、購買意欲を刺激することが

重要であることや他産業との連携を推進する必要がある、とした。

・(P6)「（３）輸出の拡大」については、輸出の拡大を図るために

は、日本産花きの特色を生かしつつ、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り組む必

要がある、とした。

３ ニーズに対応した生産・流通・販売

・(P6)「（１）品質管理の徹底」の「ア 全ての関係者の努力の必

要性」として、切り花の日持ち性を向上させるためには、生産者

・出荷団体、卸売業者・仲卸売業者、小売り、輸送業者のそれぞ

れの段階での努力が必要であること、各段階のいずれかの段階で

努力を怠っただけで日持ち性は損なわれ、消費者の満足度を低下

させること、無購買層・低購買層が６割以上と高く、花きに対し

て十分な知識を持っていない消費者が多い中では、一回の失望が

花離れそのものを招きかねないことから、花き産業に携わる者全

ては、高い意識をもって日持ち性の向上に向けた取組を進めるべ

きであるとの認識を示した。このような取組の成果を具体的に消

費者に示す試みとして、日持ち保証販売があるが、失敗事例を念

頭に置きながら信頼できる提携先を選択することの重要性と日持

ち試験を実施し、データの検証・蓄積・活用を図る必要性を示し

た。

また、日持ち性については、今後も向上のための研究を一層進

めるとともに、新たに得られた知見については、各段階に効果的

に普及させていく必要がある、とした。この点については、研究

者の発信努力とともに、生産者、卸売業者・仲卸売業者、小売業

者の取組意識の向上など各段階の取組も重要だと考えている。
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・(P7)「イ 中央卸売市場における商物一致原則の例外規定の活

用」については、例外規定の仕組みを述べるとともに、総合食料

局流通課卸売市場室とも相談のうえ、一般消費者のニーズの中で

最も多い日持ち性の向上のためには、流通コスト等の面における

効率的な流通を十分配慮しつつ、花き卸売市場の取引の３割を占

め、物流の「大動脈」としての機能をもつ中央卸売市場において、

この仕組みの積極的な導入が待たれる、と示した。

・(P7)「ウ 卸売市場における開場日の増加」については、出荷

された花きが、できる限り品質の維持された状態で、消費者の手

に渡ることは、消費者利益の向上だけでなく、商品価値に裏づけ

られた高値での取引という形で、生産者、卸売業者、小売りなど

幅広い関係者にとって利益につながる、との認識を示した上で、

日持ち性の向上や新鮮さ、買参者の需要への即応という観点から、

効率性に十分考慮しつつ、切り花の取引日の増加を図るべき、と

の認識を示した。

・(P8)「（２）ニーズに応じた生産と生産体制の強化」については、

「ニーズの把握・分析と生産販売戦略の策定・実践」として、生

産者におけるニーズの把握・分析が、卸売業者・小売りにとって

もプラスになることを示し、また、直売所やインターネット販売

等や試作品等の情報を展示会等で発信することの重要性を示し

た。その上で、長時間労働の中でもニーズを分析し、生産販売戦

略を立てた上で生産することは所得の増大の上で有効であり、優

先的に取り組むべきこと、特に輸入品と競合する品目については、

その強みを発揮できる生産販売戦略を立て、差別化やブランド化

を図っていくことが一層重要であること、個別経営体においてニ

ーズの把握・分析と生産販売戦略の策定が困難な場合には、一定

のまとまりをもった組織体が主体となって取り組むことが必要で

あることを示した。また、荷姿に対する過剰な要求や一箱の入り

数の小口化の要求は、コストや流通コストの増加につながること

について注意喚起をした。

・(P9)「イ 生産者・出荷団体を支える取組の推進」として、生

産者・出荷団体の差別化やブランド化の取組を支えるとともに、

低コスト化を進めるためには、新品種や新技術の導入を図ってい

く必要があること、特に、省資源型の栽培体系や施設等の導入を

図る必要があること、生産者育種の取組を促していくため遺伝資

源の利用、育種や権利保護ノウハウの習得等について公的な研究

機関や種苗会社の協力が必要であることを記載した。

・(P9)「ウ 生産者直売の活用」として、先程の消費者ニーズの
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把握という面だけではなく、販路の拡大、流通コストの削減、規

格外品の有効利用等所得の確保につながる面もあることから、活

用を図るべき、とした。

・(P9)「エ 短茎多収栽培の推進のための予約相対の活用」とし

て、短茎多収については、セリにおいて長茎のものほど高値が付

くとの現実を踏まえて、予約相対を活用し、集荷団体と卸売業者

がある程度価格を保証するようにしていくことが必要、とした。

・(P9)「オ 品評会の在り方の見直し」として、消費者の人気と

は関係のない観点から審査がなされている感があるとの問題意識

から、消費者が欲しくなるようなものを高く評価するなど審査基

準の見直しや販売先、宣伝先を念頭においた審査員の構成の見直

しを検討する必要がある、とした。

・(P10)「カ 環境意識の高まりへの対応」としては、エコファー

マーやＭＰＳ－ＡＢＣといった環境に配慮した生産方式への取組

について、差別化やブランド化のために活用していくことが望ま

しい、とした。

・(P10)「（３）商品情報の提供」は、極めて重要なことであるが、

未だ限定的な動きに留まっている。そのため、具体的に①生産者

・出荷団体においては、出荷先への情報提供に留まらず、チラシ、

ＰＯＰ、タグ等小売り向け情報発信ツールを提供すること、②種

苗会社においては、生産者に対して品種にまつわる情報の提供を

行うとともに、情報発信ツール提供のサポートを行うこと、③卸

売業者・仲卸業者においては、情報が分断されないようにするだ

けでなく、積極的に生産サイドと小売りサイドの情報交流の仲立

ち・サポートを行うこと、④小売りにおいては、積極的に情報収

集を行うとともに、表示に努めるなど、各段階が連携し、消費者

に商品情報を伝えるという意識の下に取り組むことが必要であ

る、とした。また、日持ちについて、小売りの情報を提供する努

力とともに、消費者に対し花きの取扱い方等の知識を普及するこ

とも必要であり、加えて採花日や日持ち日数の表示を進めるべき

である、とした。

・(P11)「花き業界における新たな取組」としては、樋口委員に御

説明いただいた千分の一構想について、本構想は花き業界自身が

一つになって積極的に取り組む姿勢がなければ実現しない。目標、

内容、必要な金額、集金方法、資金管理団体の組織形態やトップ

の人選など検討課題が多いとの認識の下、各団体においては、構

成員の賛同を得るため構想の概要を周知し、議論しやすい環境の

下でさらに意見集約を早急に進める必要がある、とした。
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引き続き、小川委員より資料４について以下を説明。

○４日前にオランダとドイツの市場に関する記事が載っていたので皆

さんに紹介したい。

・オランダのフローラホランドとドイツのランドガードという２つ

の花き市場が国境を越えた提携の動きが進行中との記者会見が掲

載されていた。２年前にはオランダの大きな２つの花き市場（フ

ローラホランドとアルスメール）が合併し、ヨーロッパ最大の花

き市場（５千数百億円規模）ができた。一方ドイツにはこの半分

程度の規模の市場があり、この市場とセリ機能に関し統合しよう

とするものである。

・機能統合の向こう側にあるものは、いずれは合併しようというも

のではないか。金額にすれば８千億円程度のオークションが誕生

することとなるが、中には反対意見もある。もともと生産者を基

盤とした市場であることから、そう簡単には話が進まないと思わ

れる。

○この話の意味は、オランダもドイツも一生懸命システムを良くしよ

うと思っても、効率が上がらない、経営が厳しいということ。南ア

フリカやコロンビアと競争できないというのが基本的な認識となっ

ている。ドイツとオランダは国が違うし、背景、条件が異なるにも

かかわらずこのような話が出ているということをお伝えしたい。

○我が国の流通の効率が悪いのは、生産も卸売も小売もあまりにも小

規模であることと思っている。日本の卸売業者の統廃合をもっと前

向きに取り組むべきである。個人的な意見であるが、１９９０年に

花の市場が中央卸売市場化される時に、公正取引委員会の見解とし

て同じロケーションに２社以上入ることにより競争が起こり、生産

者や買参人にとって公平になると言われていたが、私はこれは誤り

であると発言してきた。

○当時、オランダは数千億円、アメリカはコロンビアやエクアドルか

ら輸入され、国内の生産は壊滅的になりかけていた。日本の国内生

産力を高めるためには、そんなに細かく市場を作ってはだめで、ま

た、１つの市場に２～３社入れては効率が悪くなるのでいかがなも

のかと言ってきたが、当時は聞き入れてもらえなかった。

○先程の表室長から説明があった方針を実現するのであれば、東京と

大阪が戦うのはよいが、１つの市場で２社が戦うのはおかしくて、

１市場１社というものが筋であると考える。これをやらないと生産

者はたくさんの卸売業者に出荷することになり効率が悪くなる。ま

た、近年売上げを伸ばしている量販店にとっては、多くの卸売業者
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とつきあうことになり効率が悪くなる。しかも、荷が集まりにくい

ので毎週きちんとした提供を行っていくことは、小さなところがた

くさんある中では困難。

○私が持っている情報では、今の経済情勢の中でも量販店の売上げは

プラス。今せっかく伸びている量販店にとっては現在の卸売市場の

状態はマイナスであり、我が国の花き産業にとっては不幸である。

消費が落ちている今だからであるこそ考えていかなければならない

ことと思っている。

これらに対し、委員から以下の意見が出された。

（Ⅳの１ 消費者に対する正しい知識の普及）

【大木委員】

当該方針は、日本の花き産業の発展のために策定するものである。消

費者と接する小売業の役割の中で、原産地表示は必要である。消費者の

中には国産品を応援したいという考えを持っている人もいるので、この

方針の中に原産地表示などをこの項で盛り込んでもらいたい。

【金子委員】

Ｐ４の「近年のライフスタイルの変化に伴い、特に若い世代において、

仏花をはじめとした古くからの深く生活の中に取り入れられてきた花き

の利用・・・・」とあるが、このように仏花と若い人をつなげるのはニ

ュアンスが違うのではないか。若い人が花を生活の中に取り入れなくな

ったというのは事実であるが、これと仏花をつなげるのは異様な感じが

する。

【西岸委員】

消費宣伝については、マスメディア、インターネット等の活用も重要

であるが、私たちは花のイベントを結構やってきたことから言うと、こ

れまでは花に関心のある者がイベントに来るものであった。そこで花に

関心の薄い者を集めるようなイベントが必要である。都市の商業施設な

ど不特定多数の人が集まる施設を活用したり、異業種との連携で花に関

心が薄い人にアプローチしていくことを実施してはどうか。ヨーロッパ

では、家具の展示会で花もアピールしていると聞いている。このような

新しい取組を進めることを整理できないか。

【表室長】

「情報の提供」については、「知識の普及」と「商品情報の提供」に

分けて記載した。知識の普及については、花ってこのようなところが良

いということを中心に書いて、商品にまつわる様々な情報の提供につい

ては、Ｐ１０の（３）商品情報に記載した。ただ、ここで産地の話が書
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いてあるかというと軽く書いている程度であり、ここでもう少し盛り込

むようにしたい。

金子委員の御意見に関しては、そもそも花きを若い人が使わなくなっ

てきていることと、年齢層にかかわらず日本人全体が仏花など古くから

の花使いがなくなっているということを分けるように改めたい。

西岸委員のご発言については、少し言葉足らずのところがあったと思

われるので書き方を工夫したい。

【西岸委員】

床間、仏壇がない住宅が増えているなど居住空間が変わってきており、

花を飾る空間がなくなってきている。新しい居住空間に合わせた花飾り

について、こちらから提案していかないといけない。

（Ⅳの２ 新しい需要の創出）

【鈴木委員】

切り花と鉢物と花壇苗がいっしょに議論されているが、切り花の需要

は急落しているが、花壇苗は増えていると思っている。フローラホラン

ドでは１月～５月にかけて全体で－８％であり、その中身は切り花が－

１６％で、花壇苗が＋１７％となっている。オランダはどこの家庭でも

切り花があるという文化であるが、このような状態になっている。この

ような花壇苗の伸びは、日本、オランダに限らず世界的な傾向であるか

もしれない。業務用の切り花が落ちており、数字を見るたびにショック

を受ける。これをどのように食い止めていくか。日持ちは必要だが、業

務用の切り花が減っているという状況をどのように対応していくかとい

う議論も必要ではないかと思うが、だからどうしたらいいというのはわ

からない。

なお、細かいことかもしれないが、「日持ち」は「日保ち」ではない

だろうか。

【市村委員】

野菜などと同じように園芸学会では「日持ち」が使われている。

【表委員】

西岸委員のご意見については何らかの形で入れられないかと考える。

業務用の花きについては、第１回検討会で申し上げたが、少し持ち直

した後、昨今の状況から再び下がっていると思われる。良いアイデアが

あれば出していただき、内容に盛り込んでいきたい。

【西岸委員】

輸出拡大についてであるが、戦略的な取組をだれがやるかである。卸

・仲卸の機能が入ってこないと生産者だけではできない。生産者が専任

のスタッフを置いて相手国の情報入手や分析を行うことは困難である。
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海外の場合は産地で対応している。日本では産地と卸、仲卸が連携して

行かないとできない。

（Ⅳの３ ニーズに対応した生産・流通・販売）

【市村委員】

全体的に生産技術とか育種技術についての記載が少ないので、特に生

産技術について国内の生産者の一層の向上が必要ということを盛り込め

ないか提案したい。というのは１０年前は輸入切り花の品質が悪く、日

本のものは世界最高といわれてきたが、その神話は揺らいできているの

ではないか。一例で言えば、国内産のカーネーションの良い生産者のも

のは良いのだが、かなり品質にバラツキが多く、逆にコロンビア産の方

が安定している場合がある。このままでは輸入品に押されてしまう。育

種についても差別化をするため、オリジナル品種というものが重要にな

ってくるので、このことが盛り込めないかと思う。

【腰岡座長】

このためには試験機関のバックアップがないと成り立っていかないと

思う。

【鈴木委員】

昨年農家を廻ることが多かったが、湿式の段ボールの縦箱についてで

あるが、それを組み立て、水を入れて蓋をしていくという作業は大変な

手間がかかる。これがバケットであれば楽である。また、横にすること

が可能であっても水が切れることがある。１０数年前からバケット輸送

の推進が始まったが、私が見る限りではそれは限られている。バケット

にすればどんなにか楽になるように思われても、市場が狭いなどからな

かなか進んでいないのが現状であり、避けて通るのはいかがなものか。

【小川委員】

バケット流通、台車流通の場合は、卸売会社のスペースが有効利用で

きないとだめである。日本でできないのは１社のスケールが小さく、バ

ケットが使用できるインフラではないため、民間主導でやってもなかな

かできない。インフラを整備するための補助などサポートについて記載

しても良いのではないか。

【表室長】

生産技術については、具体的にこの技術というものが見えないと書け

ないと思われる。生産に詳しい委員の助けを得た上で書きたい。

バケット流通については、第２回検討会で取り上げたが、その時の資

料のとおり全てが良いとは考えていない。日持ち性とコストの天秤に掛

けて考えればいいと認識した。バケットが決定的に良いというものが見

えてこなかった。そうではないということであれば、書き直したいがい
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かがか。

【小川委員】

重要なポイントが２つある。バケットのメリットとしては日持ち性だ

けではない。作業性の向上につながるというメリットもある。湿式縦箱

に比べ作業効率が高まることはわかっている。しかし、なかなか、その

ことがコストに反映されていない。

【表室長】

作業性について有効であれば、バケットに軍配が上がるはずであるが、

データを見ると、湿式縦箱が伸びてきており、そうなっていない。バケ

ットの有用性よりも湿式縦箱の安さの方が評価されているようだ。

【樋口委員】

ＥＬＦバケットは積み重ねができないが、湿式縦箱は積み重ねができ

る。また、セリで売った後に自動分荷しているところは湿式縦箱の方が

よい。ＥＬＦバケットは絶対に横にできない。ＥＬＦバケットの場合は

そのまま花屋で飾って販売できるなどのメリットもあるが、回収や洗浄

のシステムの問題もある。

【小川委員】

これらを導く線路ができていない。初めに補助金でインフラの整備が

必要である。セリのあとバケットから花が抜かれており、段ボールと混

流している。全体でシステムを考えていかないとだめである。それぞれ

の段階のみで見ていけば縦箱の方が楽であるということになっている。

【鈴木委員】

バケットは大変だから縦箱で良いのではないかとなってしまう。バケ

ット輸送をやる仕組みをつくろうとすると莫大な予算が必要と考える。

【腰岡座長】

事務局において、中間とりまとめに盛り込めるか考えさせて欲しい。

（Ⅳの４ 花き業界における新たな取組）

【樋口委員】

千分の一構想については、昨日、市場協会の理事会で、前回の検討会

以降に各支所の会員から徴収した意見の報告があった。やるべきとの意

見になった。率についてなど詳細な事項についてはまだだが、生産者や

買参人からいかに合意してもらうかなど７月２８日の委員会で検討した

い。使い方など細かな部分についてはこれから詰めていきたい。

【前林委員】

以前トレイのリサイクル時がそうであったが、集金するためにそれ以

上の経費がかかってしまったことがあった。ソフトの部分も含め踏み込

んだ検討をしていただきたい。
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【樋口委員】

卸のソフトの変更を伴うこともあり、その初期投資も踏まえ卸売会社

の拠出は万分の一との議論がある。この部分も含め前向きに考えていく

こととしたい。

（全体について）

【西岸委員】

商物分離などによりロットを大きくする場合、市場内とは別に荷捌き

場をつくらないといけない。現状の市場内の荷捌き場が狭い。郊外型で

は広くできるので、設置について積極的に支援していかないとロットが

大きくならなのではないか。

【前林委員】

生産者や出荷団体を支える取組の推進のところで言い忘れたが、バケ

ット流通のところで台車流通という話が出たが、インフラの整備を国で

実施してもらいたい。千葉県の場合は、ほとんどが個人単位であり、集

荷のための個々の生産者を回っている。集荷場の整備について盛り込め

ないか。

【表室長】

流通の大ロット化や施設の大型化については、中央卸売市場について

は整備計画に盛り込むなどして支援することは可能か、卸売市場室に尋

ねたい。

前林委員のご発言された事項については、集出荷施設については、現

在でも「強い農業づくり交付金」で１／２補助の支援が利用可能と考え

られるため、特段当該方針に盛り込んでおく必要は無いかと考えている。

【樋口委員】

現在各市場で実施されている日持ち試験について補助がでているか。

【表室長】

農林水産省では出していない。

【樋口委員】

この試験について、農林水産省のお墨付きを与えれば、日持ちについ

ての取組が進みやすいのではないか。

【西岸委員】

日本における基準づくりを平成１５～１７年度に補助金を活用し実施

してきた。そして業界内で共通に使えるような判定基準をつくった。残

念ながら、生産者が自分のところの商品について積極的に日持ち試験を

実施してアピールしていくという段階にはない。この基準を使えばかな

りのことはできる。必要に応じて品目を増やすことは大きな問題ではな

い。後はこれをどのように活用していくかである。
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【小川委員】

標準的なものはできるが、それぞれの条件は個別になっている。全て

が出荷して低温で保管されているわけではない。現場がそのようになっ

ていない。みんなで知恵を絞っていかなければならない。試験結果が全

てではなく、一つずつ潰していく作業が必要。

【簔口委員】

私の店でも、閉店してからは温度が上がる。何日持つかではなくお客

様の気持ちで満足してもらえるものは何かということを考えていかなけ

ればならない。日持ちのレベルを上げていくのはどんどんやっていただ

きたいが、仕組みができてからでは時間がかかってしまうので、お客様

に満足してもらえる日持ちは何日かという視点で小売店がスタートして

いくべきと考える。

【小川委員】

それでも、日持ちする花が欲しいという要望に応える必要がある。そ

のための保証。今できることをやり、経験を積んでいくということが現

実的な対応だと思う。

【西岸委員】

今できている基準は卸売市場から買参人が買う際の基準である。そこ

からどう管理するかは買参人の責任。

【簔口委員】

Ｐ９の（エ）の最後の行について、「ある程度価格を保証する」は「あ

る程度」は必要なく、「価格を保証する」でいいのではないか。価格で

けでなく「出荷」も保証する必要がある。

【表室長】

インフラの整備については、国全体の予算に限りがある中では、ベタ

ーな姿よりマストであることの方が優先される。どのような絵が描ける

か検討したい。

小川委員の１市場に２つの会社ということについては、今は公正取引

委員会の見解はそのようになっていない。卸売業者に対する施策につい

ては、現実を踏まえ担当する卸売市場室と考えていくことになるかと思

っている。

最後に腰岡座長より、本日の議論を踏まえ、文面について座長一任と

していただきたい旨提案し、了承された。

（３）表室長より今後のスケジュールについて以下のとおり説明した。

・８月上旬をめどに、本日議論いただいた中間とりまとめの公表、８

月中旬に広く意見を聞くパブリックコメントを実施する予定。



- 14 -

・不特定多数の人が集まる機会があれば、そこに出向きこの中間とり

まとめについて説明していきたい。

・必要があれば今後も検討会を開催したい。

・少なくとも２月頃に最終とりまとめのための検討会を実施していき

たい。

（４）本川生産局長より、当該検討会についてお礼を述べた。

（５）腰岡座長より、花き業界の団体に所属している委員におかれては、

各団体に持ち帰り議論を深めていただき、次回の検討会でその状況に

についてご報告いただきたい旨提案し、了解され、本日の検討会は終

了した。


