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第５回花き産業振興方針検討会議事概要

１ 日時

平成２２年２月２２日（月曜日）１４：００～１７：４５

２ 場所

農林水産省生産局第一会議室

２ 出席者

検討会委員は別添のとおり。ただし、萩原委員は都合により欠席。

事務局は、表花き産業振興室長ほか

３ 概要

事務局から議事に先立ち、川並委員の肩書きが、（社）日本生花通信配達協会

副会長から会長に変わられたこと、本日萩原委員が都合により欠席されているこ

と、大石委員から参考資料のご提出があったことを伝え、腰岡座長の進行により

議事次第に基づき議事を開始した。

（１）第４回検討会以降の経緯及び今後のスケジュール

資料１に基づき、事務局から説明した。

なお、説明会の開催にあたり一部委員には各開催地域からの要請により講演

を行っていただいたことに謝意を述べた。

説明の後、腰岡座長より、３月末の公表に向けて各委員に対し御協力をお願

いした。

（２）平成２２年度花きに関係する事業の予算について

資料２に基づき、平成２２年度予算について事務局から以下の説明をした。

・ここでお示しした予算は、生産振興策に限ったものではない。しかし、各

地域の説明会等で「生産振興策の記述が乏しい。」と指摘を受けている一

方、具体的にどこがどう不足しているかという指摘が少ないので、建設的

に議論するため、今回説明することとした。現在、要綱・要領が作成中な

ので、詳細については今後公表されるものを見ていただきたい。

・花き産業に関係する予算の中で、特に関心が高いハード整備のための主な

予算として「強い農業づくり交付金（都道府県型、地産地消促進特別枠、

市町村型）」、「産地収益力向上支援事業」がある。

（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ４、Ｐ２０、Ｐ２３）

・検討会での議論を踏まえた当室の要求した予算としては、花き生産の実態

等の調査や知識の検証、普及、花育活動の推進のための予算が認めらられ

た。また、花き商品情報の提供強化や日持ち保証販売実証のための予算も

確保する。

（Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６）
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・戸別所得補償関係で、「戸別所得補償制度に関するモデル対策」のうち「水

田利活用自給力向上事業」において、現行に比べ助成額が減少し激減緩和

調整を行う必要がある場合、「激変緩和調整枠」で単価変動の大きい作物

への加算の実施がある。（Ｐ３５）

・市場の整備として、コールドチェーン体制づくりのための設備・機器の導

入支援がある。ただしリースによる導入を念頭に置いている。（Ｐ３５）

・中央卸売市場や再編・統合する地方卸売市場における低温卸売場などの施

設の整備についても要件を緩和する。（Ｐ３７、Ｐ３８）

（３）追加参考資料（新たに得られた花き関係データ）について

資料３に基づき、第４回検討会以降に「ＪＦＴＤ白書」、「卸売業者へのアン

ケート」、「ＭＰＳジャパンの調査」等が新たにとりまとまったので、この中で

特に興味深いデータを中心にとりまとめた。その概要は以下のとおり。

・消費者が日持ちについてどれだけのイメージを持っているかというと、一

般消費者の８割強は、「７日間以上は日持ちして欲しい」と考えており、

５割強は、７日間の日持ちを求めている。一方、小売店における日持ち保

証販売の認知度は４割強と低く、現在日持ち保証販売を行っている小売店

と今後取り組む意向のある小売店を含めても５割弱となっている。また、

取り組まない理由として「小売店だけでは取組めない」、「取り組んでいる

生産者、市場の情報がない」等が挙げられている。（Ｐ１）

・卸売業者が日持ちを保証した取引を実施している率は７％と少なく、理由

として「花き産業全体の連携不足」、「日持ち保証取引に伴うコストの負担

責任が不明瞭」、「コールドチェーンの未整備」等が挙げられている。日持

ち保証を業界全体で取り組むため、農林水産省では来年度に日持ち保証販

売実証を行う予定。（Ｐ２）

・コールドチェーンの実態については、保管倉庫は、８割弱の卸売業者にお

いて温度管理ができる状況にあるが、それ以外の荷受け場、セリ場、荷分

け場等は温度管理の導入割合が低い。また、湿式低温流通量（バケットを

含む。）は、年々増加しているが、出荷数量に占める割合は全体の７％と

低い。更に、大手卸売業者からの聞き取り調査によると、荷物が保冷可能

な車両で市場に搬入されている割合は約５割に留まっている。（Ｐ３）

・小売店が切り花の管理で気を使っていることとして、「店内保管時に低温

管理」や「店内保管時に日持ち剤等を活用」が高いが、仕入先から店舗ま

での搬送に気を使っていると回答している小売店は４％と低い。一方、鉢

物・苗物の品質管理については、切り花と比べ特に気を使っていないとの

回答が７％と高い。また、３割弱で不要になった鉢物の容器等の引取サー

ビスを行っていることがわかった。（Ｐ４）

・現在、小売店の約７割が、仕入れた切り花の商品情報（価格を除く）の表

示は行っていなかったが、今後この表示を行っていく意向のある小売店は

約７割となっていた。また、常時全商品に価格表示している小売店は４割
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弱あった。一部商品には常時価格表示をしている小売店と合わせると、約

９割あった。なお、商品情報の表示に取り組まない理由として「顧客から

の要望がない」との回答が最も多い。しかし、同じ調査で、消費者からの

質問事項については、「花の日持ち」、「管理方法」、「花の値段」が多いこ

とがわかっており、消費者からのこれらに対する要望があることが判明し

ている。（Ｐ５）

・消費者から「環境にやさしい商品」を求められることが「よくある」と回

答した小売店が約９９％と非常に多い。しかし、ここでいう「環境にやさ

しい商品」について、具体的にどのようなものをいうのか議論が必要と考

える。（Ｐ５）

・卸売業者へのアンケートによると、積極的に出荷者から情報を収集し、そ

の情報を買参人に開示している業者は約２割であり、その情報の開示方法

は、口頭が最も多く、確実な方法で開示してるとは言い難い。今後情報の

開示に取り組む意向のある業者は９割を超えており、情報の伝達機能の発

揮に期待する。また、多くの卸売業者は、産地や小売店に赴いたり、市場

に訪れる出荷者、買参人から情報を収集している。（Ｐ６）

・切り花の規格統一について、「全ての品目・種目で必要」、「主要品目では

必要」と考えている卸売業者は、７割を超えており、多くの者が商品規格

の統一が必要と考えている。また、鉢ものトレーの規格統一についても「全

ての品目・品種で必要」、「主要品目では必要」と考えている卸売業者は約

７割。農林水産省では平成６年に、「切り花の全国標準出荷規格」を策定

し業界に提案しているが、業界関係者の話し合いが進むことが期待される。

（Ｐ７）

・花き小売店におけるホームユース用切り花の取扱いの意向について、「積

極的に利用したい」、「品目・品種によって通常の商品と使い分け、利用し

たい」と利用希望する小売店は約６割ある。さらに、「アレンジ用等に少

量だが利用したい」、「現時点で利用するつもりはないが、今後検討したい」

と、ホームユース用切り花に好意的な花き小売店を合わせると９割を超え

る。一方、ホームユース用の切り花が定着しない理由として「単価が安く

なるため生産者が作りたがらない」、「用途が限られる」等が挙げられ、花

き小売店と生産者のマッチングが課題。（Ｐ８）

・花き産業の活性化に効果的な取組みについて、花き小売店及び卸売業者に

おいては、「消費者要望（ニーズ）に応じた商品の提供」、「花き産業全体

での販売促進活動強化」等が効果的な取組として挙げられている。「花育

活動の推進」についても、卸売り業者は効果的な取組みとして考えている。

小売店ではＪＦＴＤが既に「花育活動」の重要性を認知し、花育活動に取

り組んでいるため、アンケートの選択項目に「花育活動の推進」を入れて

いないが、花育の重要性は認識されていると考えている。しかし、「日持

ち保証、情報提供等のサービスの充実」、「花きの効用や魅力等のＰＲ活動」

等の商品に付加価値を付ける取組は、花き小売店と卸売業者ともに相対的
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に見て回答が少ない。Ｐ５で、消費者からの質問や意見・要望として日持

ち、管理方法に対するものが多いとの回答が示されていることから照らし

合わせても少ない。回答が多かった「消費者要望（ニーズ）に応じた商品

の提供」における「消費者要望」には、日持ちの良さという要素も入って

いると思われるにも関わらず、「日持ち保証、情報提供等のサービスの充

実」との回答が少ない理由については、分析が必要と思われる。（Ｐ９）

・卸売業者に対し、５年後の需要動向の見込みを聞いたところ、切り花は一

部の品目を除き現状維持と考える卸売業者が多いが、鉢ものは全体的に需

要が減少すると考えている者が多かった。苗もの類について、花苗は現状

維持と考える卸売業者が多いが、野菜苗は需要の増加を見込んでいるもの

が多い。切り花を品目別に見ると、トルコギキョウ、スプレーギク、オリ

エンタルユリ等は、現在より需要の増加を見込む卸売業者が多いが、チュ

ーリップ、枝物類、輪菊（白）などは、需要が減少すると考えている者が

多い。同品目であっても、卸売業者によって今後の需要見込みには相違が

あり、出荷者は自分の生産品目を高く評価する卸売業者、高く評価する買

参人が付いている卸売業者から情報を収集することが必要である。

（Ｐ１０）

・日本人の好きな花のランキングをみると、１９８３年と２００７年の両年

とも桜が１位となっているが、その他のランキングは、例えばキクが３位

から１４位、ひまわりが圏外から５位など変化が見らる。２００７年の調

査では、桜以外の全品目において「好き」と回答した割合は減少しており、

消費者が様々な種類の花を楽しむ傾向が弱くなっている。また、「日本人

が好きな木のランキング」でも同様の傾向が伺える。（Ｐ１１）

・花きの年間購入世帯割合は、総務省統計局「家計調査年表」のＨＰ上の公

表値を基に、切り花及び園芸品・同用品を１年間に１度も購入したことが

ない二人以上の世帯は、各々６割と７割と理解されていた。これはＨＰに

は年間ベースか月ベースかが書いてなかったが、支出金額を見た場合別途

出されている出版物では年間ベースで書かれていたため、これらについて

も年間ベースと考えていた。これを月別に分析するため詳細のデータを入

手したところ、３月、１２月は５割強の二人以上の世帯で切り花を購入し

、５月、８月、９月でも５割弱が購入しており、その割合は減少傾向にあ

るとともに、月に一度も切り花を購入しない二人以上の世帯の割合は、月

平均で約６割あり、その割合は増加傾向にあるということが判明した。そ

して、詳しく調べたところ当該データは月ベースであることが判明した。

（Ｐ１２、Ｐ１３）

・世帯主の年齢別に月別の購入回数を分析すると、平成１０年と平成１９年

で比較すると、どの月においてもほぼ全ての世帯で切り花を購入しない、

表では０回と示されている二人以上の世帯割合は増加傾向にある。特に世

帯主が４０代、５０代の世帯でその傾向が顕著。一方、世帯主が６０代の

世帯では変化の割合が小さい。（Ｐ１４）
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・「家計調査年報」においては、調査対象世帯は６ヶ月間連続して調査され

るため、世帯の６ヶ月間の消費行動は調査が可能である。６ヶ月の間に切

り花を一度も購入しない２人以上の世帯は約２割で、６ヶ月間に１回しか

切り花を購入しない世帯と合わせると３５％程度となり、その割合は増加

傾向にある。二人以上の世帯の世帯当たりの人数は、イメージとして夫婦、

子供１人として３．１人となる。６ヶ月間に３回以下しか切り花を購入し

ない世帯、すなわち、各構成員が６ヶ月間に１度しか購入しない世帯は半

数を超える。６ヶ月の間に切り花を１１回以上購入する世帯割合は１７％

であり、その割合は横ばい傾向にあり、月に約２回以上（６ヶ月に１１回

以上）切り花を購入する世帯割合に大きな変化は見られない。しかし、６

ヶ月に２～１０回程度切り花を購入する世帯は減少傾向であり、６ヶ月間

に切り花を購入しない世帯、１回しか購入しない世帯は増加傾向にあり、

花離れが進んでいることが確認できる。なお、同じ店で同じ日に例えば母

の日用にまとめて２つの注文をしても、送り先が異なる場合は購入回数は

２回と数えている。また、総務省では、ＨＰに月当たり購入であると明記

する予定と聞いている。（Ｐ１５）

・平成２１年の家計調査年報における切り花の支出金額及び購入世帯割合

は、平成１０年以降最低の数値であり、園芸品・同用品においても低いレ

ベルである。世帯（二人以上の世帯。農林漁家を除く）における平成２１

年の消費支出は、平成２０年と比べ、１．７％程度の減少にすぎないが、

切り花及び園芸品・同用品の支出金額は、それぞれ２．３％、４．８％の

減と全体の減少よりも大きい状況となっている。（Ｐ１６）

・農林水産省において、農林水産分野における省ＣＯ２効果の表示の指針を

平成２１年４月に公表しているが、花きの温室効果ガスの見える化として、

カーボンフットプリントの商品種別算定基準が既に認定されている。

（Ｐ１７）

・切り花においても商物分離の対象品目としている中央卸売市場が資料

のとおりいくつか見られる。（Ｐ１８）

引き続き、市村委員より資料４「標準的な日持ち日数の策定」について説明。

・この試験は、各家庭で花を飾る場合、どれだけ日持ちするかの目安を明ら

かにしたいとの花き産業振興室からの要請により実施。試験方法、結果に

ついては資料のとおり。

・夏季のバラについては、スタンダード、スプレーいづれも後処理剤処理に

より日持ちは著しく延長した。特にスプレーは３倍以上日持ちした。

（Ｐ１１）

・秋季のバラについては、スタンダード、スプレーとも後処理剤処理により

日持ちは延長するとともに、夏季の試験に比べても相対的に長くなった。

（Ｐ１２）

・意外な結果だったのは、夏季のカーネーションについては、スタンダード
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の対照区ではＳＴＳ処理により日持ちが延長したが、３０℃ではＳＴＳと

後処理剤の効果はわずかであり、スプレーカーネーションでは日持ち性は

ある程度伸びた。これは、高温でＳＴＳの効果が弱くなるか用いた品種に

よるのかどうか見極める必要がある。（Ｐ１４）

・これも意外な結果で、秋季のカーネーションについては、スタンダードは

ＳＴＳと後処理剤で処理しなくても２０日近い日持ちとなった。スプレー

では、この処理により日持ちは著しく増加した。用いた品種によるものか

どうか見極める必要がある。（Ｐ１５）

・夏季は日持ちしないと言われているガーベラは３０℃でも後処理剤処理に

より日持ちは延び、１０日近い日持ちとなった。きちんときれいな水で処

理すると効果があると思われる（Ｐ１８）

・秋季に日持ちしないと言われるダリアは非常に短かったが、後処理剤処理

により日持ちが延びた。（Ｐ２０）

表室長から、以下の補足説明を行った。

・日持ち性については消費者の関心が高く、またこの検討会においても主要

な課題の１つとして取り上げられてきたことから、今後消費者に対し情報

提供できるようにしていきたい。

・また、この日数は、小売店での販売期間を考慮していない。したがって、

このままの数字を出すとかえって誤解が広がることから、例えば販売期間

として１、２日間を想定して、１，２を引いた数字で公表したいと考えて

いる。また、あくまでも目安なので様々な前提条件も明示したいと考えて

いる。

・委員の方々においても質問等を受けた場合は、このことにご留意の上ご説

明をよろしくお願いしたい。また、傍聴の報道機関の方々においても十分

ご理解をいただき報道していただきたい。

また、大石委員より提出のあった参考資料について、以下の説明があった。

・２年ほど前に園芸用土に含まれる重金属の安全性確保目的とした調査を実

施した際に、園芸用土のリサイクルについてアンケート調査を行った。

・庭が有る無しにより、処分に困る困らないということになるが、調査の結

果、半数の人が処分に困っていた。実際には、庭に埋める、可燃ゴミや不

燃ゴミで出す、貯まっているなどの回答があった。

・人口１００万人以上の政令指定都市の行政に対し、園芸用土はどのような

ゴミ区分になっているか調査したが、その回答はばらばらだった。多くの

自治体では何も決めていなかった。園芸用土の処分に対する自治体の認識

はあまりないと感じた。

・処分に困っている人にどうして欲しいか聞いたところ、自治体でゴミと一

緒に収集して欲しい、有料でもよいから自宅まで回収に来て欲しい、小売

店に引き取ってもらいたいなどがあった。先ほどの説明で、小売店が引き
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取っているとのことであったが、おそらくリサイクルはされていないと思

われる。

・リサイクルまでに結び付けるには、今後先が長いという感じているので、

すぐにこの方針に盛り込んでいくことは疑問に感じている。

以上の説明に対し、以下のとおり意見が出させた。

安藤委員：資料３のＰ１４について、切り花を買わない人が増えているとのことで

あり、その通りであると考えるが、この表はもう一つの視点がある。平成

１０年と平成１９年と９年の間隔あり、例えば、平成１０年で４０歳代で

あれば、平成１９年では５０歳代となり、これで見ていくと４０歳代の時

と比べて５０歳代では切り花を買っている人が増えているということが言

える。確かに全体的には購入が減っているが、世代によっては、花を買う

という花文化は、世代（生まれた時期が同じ世代）の固有のものとなって

いる。このことは以前から言われており、そのとおりとなっている。

しかし、３０歳代から４０歳代では増えていない。これは花文化、行動

様式が若い世代に継承されていないということであり、花を心の道具とし

て使うことが伝達されていないと言えるのではないか。

大木委員：花離れになってきているのは寂しい。

以前、栃木、小田原にいった時に、こんなに無購買層がいるということ

を話をしたが、その時に自分は買ってこなくても自分の家の庭に咲いてい

るから買う必要がないと言われた。今回の調査ではこのような人たちは、

このデータに含まれているか。

表室長 ：この調査は全国的なサンプルによる調査であり、自分の家の庭に花が咲

いている者も含まれていると考えられる。

樋口委員：今日、花の需要が落ちている。この中で一般消費者の日持ちに対する要

望は多くあり、日持ちは重要と考えている。資料２のＰ３８の「強い農業

づくり交付金」の中の「政策目標」において、「中央卸売市場（青果・水

産）の低温卸売場２割以上」となっているが、助成の対象等には花は該当

しないのか。

表室長 ：花も助成対象になっている。なお、政策目標については、青果、水産と

なっており、花は該当していないと思う。確認したい。

樋口委員：花も低温卸売場化の推進に取り組んでいく必要があるので、他の物と同

様に取り扱って欲しい。
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腰岡座長：花き関係の平成２２年度予算額は増えているか。

表室長 ：当室が要求した資料２のＰ４～６の予算額については、本年度２，２０

０万円のところ平成２２年度は５，５００万円となっている。

（５）花き産業振興方針（中間とりまとめ）に対する主な意見とその方向について

資料５及び資料６について事務局より説明した。

・資料５については、昨年８月１１日以降に寄せられたパブリックコメン

トだけでなく、全国各地で行った説明会において出された意見、委員が

所属している花き業界団体からの意見について、検討会で取り上げるべ

きと考えたものについてとりまとめ、その対応方向について事務局の考

えを記入した。

なお、このなかで、特に検討していただきたいところには一本のアンダ

ーラインを、検討していただくに当たって、修正が必要と考えたところ

は二重のアンダーラインを付した。事務局として、意見を踏まえて修正

したところは波線のアンダーラインを付している。一本のアンダーライ

ン及び二重のアンダーラインを中心に御議論いただきたい。

以下、一本のアンダーライン、二重のアンダーライン及び波線のアンダー

ラインの部分について説明した。

・「仏花を初めとした古くから深く生活の中に取り入れられてきた花きの

利用が見られなくなってきており」というのは事実と異なり、依然とし

て根強い需要があるという意見については、修正しないつもりであった

が、「花きの利用が見られなくなってきている」という表現がきついと

いう指摘ともとれるので、「少なくなってきている」という表現で修正

することとしたい。（Ｐ５）

・地方の消費者にも品質の良い花きが提供できるよう、流通の改善につな

がる取組が必要という意見については、重要な事項であると考えている。

ただしどのようにしていくかについては、具体的な方向性が見い出せな

かったことから、具体的にどのような取組が可能か、地方の消費者がイ

ンターネットで品質の良い花を入手できるようになっていないか、地方

でどのような仕組みを作ればそれが実現できるかについて、頭の整理を

した上で御議論いただきたい。（Ｐ１０）

引き続き、資料６に基づき報告いただいた。

○（社）日本種苗協会（鈴木委員）

・野菜については国内外の研究機関が連携して耐暑性や耐病性のある品種

の研究開発の補助事業がつくられたが、これにより官との連携が進むと

思われる。同様の補助が、花きについても必要である。
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・花きについて官民連携していくことが重要である。しかし、研究された

ものが実用化、公開され生産者のためになっているか疑問。研究機関間

で重複している研究もあると思われるので、もっと関係者が協力すれば、

効率的、効果的な研究が行えるのではないか。

これに対し、表室長から、資料７の花き産業振興方針（案）のＰ１５～Ｐ

１６にかけて文章を修正している。なお、地方分権の中で地方のそれぞれの

研究機関の役割があるので、同じ研究はやるなとは言えず、重複があること

についてはご容赦いただきたい。その他、他の委員も含め資料７の具体的な

修正案があれば、今週中に提出願いたい旨説明した。

○（社）日本花き生産協会（前林委員）

・材料の切り花と完成品の鉢物で事情は異なる。鉢物はインターネット販

売の利用などニーズの把握が進んでいる。切り花が遅れている訳ではな

いが、市場や出荷団体を通じての把握となる。

・花き生産者は、流通コストの高騰により窮地に立たされている。鉢物で

は新しい出荷団体の強化を模索している。

・品評会についても、切り花と鉢物で考え方違う。

・千分の一構想については、各団体との調整が難しいという話を聞いてい

る。しかし難しい問題を乗り越えて進めていくことが必要。

○（社）日本花き卸売市場協会（樋口委員）

・この中間とりまとめについては、協会内に設けている「花き市場のあり

方検討委員会」で検討したところ。

・花きの需要が低迷している現状から、振興方針に掲げられた事項のうち、

特に「花育」活動、花きに関する情報の受発信に向けた「市場の開放」、

品質管理を徹底し、消費者の満足度を向上させる「日持ち保証」の推進

に取り組んでいきたい。

・千分の一構想の状況については、関係４団体で委員会を作って協議して

いるが、資金の集め方、使い方の議論において先が見えない状況で、「千

分の一」という名前だけが先行している。せっかくここまで協議してき

たので、実現できるようそれぞれの団体で議論していきたい。

○（社）全国花卸売協会（金子委員）

・中間とりまとめについては、会員に周知した。このなかで業界として何

が出来るかを考え、具体的には「千分の一構想」について議論している。

・集金を市場がやるという方法論だけでは消費拡大はできない。花きの需

要を喚起するため、関係者が消費者のためになることを実施するため、

業界の間にいる仲卸が中心となって議論のテーブルをつくり実現できる

ように関係者と協力していきたい。

○（社）日本生花通信配達協会（川並委員）

・我々が重視していることは、花文化をいかに継承していくか、都市と地
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方との格差、さらには環境問題をどの段階（ラッピング等の資材、流通

過程、個店内等）で考えていくかが課題。これら問題について今後アン

ケートを取りながら一つ一つ検討していきたい。

・千分の一構想については、他団体の動向を見守りつつ、当協会は当面は

独自の消費宣伝活動を強化していきたい。

○（社）日本フローラルマーケティング協会（小川委員）

・私は委員として３回目だが、平成２２年度予算については、花き業界関

係者がみんなで取り組むことができるようにバランスよく構成されてい

る。つまり、モノ（花き生産）だけでなくソフト（花育、」日持ち保証

販売等）やハード（コールドチェーン）、中間流通に予算を付けたこと、

当方針も花き業界関係者がいっしょになって盛り上げていけるようバラ

ンスよくまとめられていることに感謝する。

・当協会では、２回理事会で検討を実施して、６つ意見を出した。元々中

間とりまとめに記載してあったものもあるが、そのうち採用されていな

い２つについて説明したい。

・「人材育成」について意見を出したが、既に生産も流通も小売りもいろ

んな研修の仕組みがあり、互いに交流しているところもあり、今さらと

いうのも分かるが、国際性ということを考えた時、もっと若い人に向け

た海外、国内の研修制度があっても良いのではないかという趣旨で意見

を出した。

・その国の花き産業が開花するかどうかは、遺伝資源、育種の場がポイン

トになる。これを活用していくことが重要。産地が持っている育種力、

個人が持っている育種力は、小さいところでは資本力も情報を発信する

場もなくハンディキャップを負っている。このような者がデビューする

場が少ない。これらに対して助成をすることがあっても良いのではない

か。

以上の説明を受け、具体的な議論に入った。

○「緑の重要性」について（資料２のＰ２）

安藤委員：緑の重要性に関連して、室内環境に対しての動きについて少し説明した

い。

密閉されている部屋におけるＣＯ２（カーボン）濃度については、１，

０００ ppm 以下に押さえなければならないという国の定め※があるが、実

際は超えている。窓を開けることが出来ない部屋は換気をするにも出来な

い場合があり、この時は植物を置けばよい。また、シックハウスには、１

３の物質についての基準値が定められているが、ＮＡＳＡで植物に吸収さ

せようと実験をしたことがある。以前、都議会で屋外緑化ばかりでなく室

内緑化について議論されたと聞いている。室内環境も含めて記述して欲し
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い。

※「建築物における衛生環境の確保に関する法律」に基づき、同施行令第２条において、

建築物の所有者、占有者等で当該建築物の維持管理について権原を有する者に対し、室内

のＣＯ２が１，０００ ppm などの濃度の基準が定められている。

また、「労働安全衛生法」の規定に基づき定められた「事務所衛生基準規則」において、

事業者にも室内のＣＯ２が１,０００ ppm などの濃度の基準が定められている。

表室長 ：花きのいろんな効用については、研究はされているが科学的にまだはっ

きりしていないところである。国が曖昧な情報を書くことができないので、

しっかり説明できる根拠があれば記載できる。曖昧なまま記載すると国民

に誤解を与えるおそれがある。

西岸委員：当センターでは、本年度農林水産省から補助事業により植物の化学物質

の吸収のデータを収集し、内容の検証を行っている。このようなデータを

バックにして、業界でアピールしていく必要がある。

安藤委員：観葉植物より切り花の方が効果があるようだ。

○「生産者や個人育種家の表現ができる場（資料５のＰ１６）

小川委員：表彰をやるだけでは意味がない。ビジネスにつながっていない。力がな

い地方や個人の育種家がアピールできるようにして欲しい。コンテストの

やり方が違う。

安藤委員：その地域の特産品として産地づくりのためのコンテストを実施している

例はある。花普及センターがやっているものと別のもので産地づくりのた

めのものがあっても良いのではないか。

小川委員：花は世界と戦っている。最初は地域であっても、次は全国に行って、最

終的には世界が到達点。政策を立てる時も表彰式を行うときも世界が到達

点であるということを見据えて行う必要がある。

表室長 ：品評会で表彰されても、世界で売れていく品種がないということか。種

苗会社から見てどうか。

鈴木委員：アメリカのオールアメリカンセレクションズ賞やヨーロッパのフルーロ

セレクト賞はカタログに堂々と受賞してのを書ける。書けば売れていく。

日種協でも表彰を行っているが、賞をとっても世界に売れていくものは

まったくない。日本の他の賞も中途半端。
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西岸委員：ジャパンフラワーセレクションは、まだなじみはないが、業界全体で消

費者におすすめ賞品を賞するもので、個人育種家、自治体のＰＲに使って

いる。受賞作品には受賞名を表示している。ＪＦコードにより受賞品はど

れくらい売り上げが伸びているか判るようになっており、実際に売り上げ

が伸びているものがある。また、海外に輸出するものでも、ジャパンフラ

ワーセレクションの受賞品種であると表示されるようになってきており、

海外でのＰＲに一役かっていると思う。

表室長 ：今のような取組は小川委員の言われていることに応えている。

小川委員：賞はジャパンフラワーセレクションでも良いと考えるが、今は自分でＰ

Ｒしなさいとなっている。そうではなく私の考えていることは、売ること

を支援する。例えば、千分の一構想が実現した場合、日本でＮＯ１の賞を

取ったものを世界に売り込むために使うなど、自分だけで努力するのでは

なく、国として売り込みを支援する必要がある。

○鉢やポットについて（資料７のＰ１７）

大石委員：「処分しやすい有機質等の素材と商品」とまで書いてもらえるのであれ

ば、生分解プラスチックの容器の使用の推進まで踏み込んで書いて欲しい。

最後に腰岡座長より、各委員に対し今後資料７について修正意見があったら

今週中に事務局まで提出してもらうように依頼した。

（６）その他

横田委員：各委員のものすごい花に対する情熱に感激した。最終的に消費者が花に

どれだけの興味をもってくれるかが一番大切。花の文化の継承が途絶えて

しまうということだが、どのようにＰＲしていくか、プロモーションをか

けるかなど、もっともっと花を知ってもらうことが必要。例えば地下鉄の

改札口に花の名前を付けたらどうかと提案したことがあるが、メディア、

インターネットを活用して皆に花きについて知ってもらうという取組を行

っていったらどうかと考える。

池坊委員：花を買わない人とは温度差を感じる。世界に通用するようなコンテスト

やトップレベルのコンテストを実施してもなかなか一般の人までは伝わっ

ていかないのではないか。頂点を極めるとともに、裾野を広げるという観

点から、例えば、規格外となっている商品は、一般消費者が安く買える仕

組みというものができれば良いと思われる。庭の花を使って花代をかけな

いということもある。
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蓑口委員：以前にも話は出ていたが、小売りが売り出せば全ての問題は解決すると

いうことで、我々小売りががんばらないといけないと感じている。先ほど

予算に対してまんべんなく盛り込まれているとの意見があったが、小売り

に対するものがなかったように感じているがどのようになっているか。

表室長 ：そもそも政府全体において小売りに対しては、誰を支援するか決めにく

いとか、需要があれば売れるので、わざわざ支援する必要はないという観

点から支援はほとんどないと思う。今回の予算の中で、日持ち実証事業が

あるが、この部分に小売りが参画すれば支援対象となる部分もある。この

ようなモデル的取組に対し支援できるものはある。

以上で本日の検討会は終了した。


