
○花と緑には、「ストレス軽減効果」や体調を 適な状態にする「調整効果」が存在。

○癒しの効果を活用するため、病院内に生花店を誘致するところもあり、患者からの

評判も上々。
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■交感神経活動 ■副交感神経活動

花なし 花あり

交感神経活動
(LF/HF)

副交感神経活動(HF)
（ミリ秒 msec2 ）

花なし １．５１ ８２８．６

花あり １．１３ １０７２．６

病院内に生花店を誘致した
亀田メディカルセンター

(千葉県鴨川市）

患者さんを花でいやす
ためのさり気ない工夫

花きの効用

交感神経活動 ： 緊張・ストレス時に高まる。
副交感神経活動 ： リラックス時に高まる。



○平成２４年４月５日から１０月７日までオランダ・フェンロー市において「２０１２年フェンロー国際園芸
博覧会（フロリアード２０１２）」が開催され、日本も参加。

○会期中は、日本政府出展ブースに約６０万人が訪れ、同ブースは屋内展示部門において「金賞」を
受賞。また、品種コンテストでは、多くの日本産花きが、 高得点の獲得を含め入賞するなど、我が
国の花きは、国際的に高い評価を得た。

・開催期間：平成24年4月5日～10月7日
・開催場所：オランダ王国フェンロー市
・開催規模

入場者数：約200万人
参 加 国：40カ国程度
会場規模：66haのうち40haが展示サイト

・開催テーマ：”自然と調和する人生”
注） フロリアードは10年に一度オランダで開催される

国際園芸博覧会であり、我が国は１９９２年以降
毎回参加し、今回で３回目。

オランダ

ドイツ

ベルギー

●フェンロー

○フロリア－ド２０１２の概要

６ 花きの国際的評価

○フロリアード２０１２の様子

日本ブース（250㎡）の概観

屋内展示部門「金賞」のトロフィー日本ブースには約６０万人が訪問

品種コンテストへの出展
シンビジウム「親王」

品種コンテストで
高得点

(9.90)獲得



【我が国の国際園芸博覧会参加状況】

※１９６０年にオランダにて初の博覧会開催
１９８４年 イギリス・リバプール

（我が国初参加）
１９９０年 大阪（花博）
１９９２年 オランダ・ズータメア
１９９３年 ドイツ・シュツットガルト
１９９９年 中国・昆明
２００２年 オランダ・ハールレマミーア
２００３年 ドイツ・ロストック
２００６年 タイ・チェンマイ
２０１２年 オランダ・フェンロー

２０１６年 トルコ・アンタルヤ

【アンタルヤ国際園芸博覧会概要】
名 称： EXPO2016 ANTALYA
テーマ： 「花と子供達、将来世代のための

緑豊かな暮らしを拓く」
会 期： 2016年4月23日～10月30日
トルコでの国際園芸博覧会の開催は初

【アンタルヤ概要】トルコ南西部アンタルヤ県の県都。
地中海に面し、山に囲まれ切り立った海岸線を持つ観
光都市。人口約180万人。市北東にアンタルヤ国際空
港がある。冬でも暖かい地中海性気候。

2016 トルコ・アンタルヤ国際園芸博覧会

• ２０１６年４月～10月、トルコのアンタルヤで開催される国際園芸博
覧会に我が国として公式に参加。



７ 花きの輸出①

○平成２７年の花きの輸出額は約８５億円で、大部分は植木・盆栽。切り花について絶対額は少ないも
のの、現地プロモーション等により増加傾向。

○次世代施設園芸団地の整備や産地間連携によるリレー出荷で、高品質な切り花・鉢物の安定供給
体制を整備するなどにより、大量生産国にはない日本産花きならではの魅力を発信し、平成３２年に
は植木・盆栽・鉢物・切り花で輸出額１５０億円を目指す。

花き輸出額推移 安定供給で輸出を拡大！

植木・盆栽・鉢物等 球根類 苗物(挿穂・接ぎ穂)

切り花(生鮮) 葉・枝、その他加工 資料：財務省「貿易統計」

輸出の大半は

植木・盆栽。今後
は切り花・鉢物を

伸ばす必要

次世代施設
園芸団地整備

産地間連携に
よるリレー出荷
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【切り花輸出先進国ケニアの調査事例】

● 外貨獲得のため、国策としてバラを中心とし
た切り花の生産及び輸出を振興。オランダ、コ
ロンビアに次ぐ世界第3位の切り花輸出大国。

● ケニア統一ブランドを立ち上げ、EUにおいて
オールケニアでの共通プロモーションを実施。

● 産地から空港までコールドチェーンを完備。

● 生産者が生産から加工、輸送、海外マーケ
ティング、ブランディングまで完結した取組。

● MPS等環境認証への取組も積極的。

ケニア共通ブランド

産地で輸出先国のニーズ
に合わせた生産・加工

【輸出重点国ロシアの調査事例】
● 首都モスクワは人口1千4百万人の欧州 大都市。堅調な経

済成長を背景に花き市場は拡大を続ける。
● バレンタインデーや国際婦人デー（３月）を中心にバラ等の切

り花需要が大きい。国内生産量は少なく、市場はオランダや南
米等からの輸入に大きく依存。

● 駅前や広場等街中の至る所に花屋がある。スタンド形式の
花屋も多く、中には２４時間営業のものも。

【輸出重点国香港の調査事例】

● 東アジアの物流拠点として、極めて重要な鉢物・切り花の輸
出先。マカオのカジノへの転送も多い。

● 春節やバレンタインデーを中心に、赤や黄色等の縁起の良
いとされる派手な色合いの花の需要が伸びる。ショッピング
モールやホテル、広場等での需要も多い。

● 多様で繊細な色合いの日本産の認知度向上が課題。

輸入に大きく依存した切り花市場 ２４時間営業のスタンド

賑わいを見せる花屋街と派手な花束 ホテルのロビー

○平成３２年に花き輸出１５０億円を達成するためには、輸出先進国の先進事例や輸出重点国の市場
実態の調査が大切。

コールドチェーン
を完備

産地の保冷庫

空港隣接の検疫所の保冷庫

生産者の保冷車

７ 花きの輸出②

フラワーズエキスポ

モール玄関



経済成長著しいアジア新興国へ！
（香港・シンガポール・中国）

岩手県

長野県

愛知県

宮崎県

リンドウ

ラナンキュラス

洋ラン

スイートピー

産地間連携により日本産花きと花文化を世界へ輸出！

高知県

千葉県 植木

グロリオサ

香川県

盆栽

北海道

デルフィニウム

○海外の市場実態等情報収集
○花文化と併せて日本産花きを情報

発信
○長距離輸送に耐えうる品質管理

技術の向上
○センチュウ防除技術の開発等植物

検疫への対応
○海外からのバイヤーの招聘

必要な取組

新潟県

チューリップ

太平洋を横断、北米大陸へ！
（米国・カナダ）

花き文化の成熟したＥＵや新た
な需要が見込まれるロシアへ！

今後も海外市場調査を通じ、
新たな販路を開拓！



ニュージーランドとの
合同育種により開発された

「赤色りんどう」

平成27年度農林水産祭天皇杯受賞

安代りんどう（新岩手農業協同組合八幡平花卉生産部会）
～オリジナル品種による地域一体となった世界に通用するブランド産地作り～

あ しろ はちまんたい

〈経営の現状〉
・全国のりんどう栽培面積の約４分の１、出荷数量の約３割を占める産地。
・部会員数170戸、栽培面積110ha、出荷数量 切り花：2,469万本、鉢花：14万鉢、販売額は平成17年以降、10年連続

して10億円以上を達成している。

〈特徴的な取組〉
①生産者と行政が一体となった地域オリジナル品種の育成

切り花30品種、鉢物9品種が実用化されており、品種の開発に当たっては、部会員全員を社員と
する（一社）安代リンドウ開発が八幡平市花き研究センターと共同研究契約を締結し、有望系統の
特性検定や親株育成のための試験圃場の設置・管理を担うとともに、市と専用利用者権の許諾契
約を結び、部会員だけがオリジナル品種を利用できるようにしている。また、生産者が販売額の2％
を研究協力費として拠出し、安定した組織運営と生産者の意見を踏まえた品種開発が行われる仕
組みを構築している。

②生産者の強固な結束による産地ブランドの確立
系統出荷率90％以上の共販体制による安定した出荷ロットと、全量共同育苗、全ほ場一斉巡回指導、厳しい自主検

査による高品質なオリジナル品種の生産、鮮度保持対策の徹底や出荷調整作業の機械化等のコスト削減努力により、
「安代りんどう」というブランドを確立し、市場での有利販売につなげている。

③切り花輸出と海外生産、知財輸出
平成14年からオランダへの輸出を開始し、近年は香港、シンガポール、北米など新たな販路を開拓。鉢花品種では、

海外と栽培許諾契約を締結し、知的財産の輸出にも取り組んでいる。

ニュージーランド、チリと栽培契約を締結し、海外生産を行っている。季節が反対の南半球での生産により周年供給
が可能となっている。

先進的事例



先進的事例

県育成カーネーション品種「ミニティアラ」シリーズを海外で生産販売 （香川県）

１ 概要

○香川県は、県育成のカーネーション｢ミニティアラ」シリーズの２品種について、オランダの大手
種苗会社ヒルベルダ・コーイ社と、海外で苗を生産・販売する５年間の利用許諾契約を締結。

○利用許諾品種は｢ミニティアラコーラルピンク｣と｢ミニティアラライラック｣の２品種。
○利用国は欧州連合（ＥＵ）、ケニア、コロンビア。
○海外市場での販売により、香川県のオリジナル品種の国際的評価が高まり、国外だけでなく

国内需要が一層拡大することが期待される。
ミニティアラ
コーラルピンク

ミニティアラ
ライラック

２ これまでの経緯

○平成６年から県農業試験場でカーネーション栽培種とナデシコ野生種との種間交雑育種を開始。
○平成19年、剣（けん）咲きタイプのカーネーション新品種「ミニティアラ」を育成。
○平成23年に「ミニティアラコーラルピンク」、平成24年に「ミニティアラライラック」を育成。
○ヒルベルダ・コーイ社が「ミニティアラ」の花の形、色のバリエーションに注目し、平成24年3月に

同社とオランダでの２年間の試験栽培契約を締結。

○平成26年１月に利用許諾契約を締結（上記３ヶ国（地域）へ品種登録申請を準備中）。

【参考】

○カーネーション「ミニティアラ」シリーズ
花の形がティアラ（女性の装飾冠）を思わせることと、花が小さく可愛いらしいことから、名付け

られた。これまでに、７品種を育成して品種登録を出願。

品種名
「ミニティアラピンク」、「ミニティアラクリーム」、「ミニティアラコーラルピンク」、「ミニティアラライラック」
「ミニティアラスターイエロー」、「ミニティアラミルクホワイト」、「ミニティアラベビーピンク」の７品種

○ヒルベルダ・コーイ社
カーネーションを中心に花きの品種開発・種苗販売を行っており、世界のカーネーション種苗

生産の約２割のシェアを有する世界有数の種苗会社。同社が育成した数多くの品種が国内でも
生産・ 販売されている。

浜田香川県知事とヒルベルダ・
コーイ社タスＣＥＯとの調印式

（平成26年１月17日）



機密性○情報 ○○限り

・ 米国は、世界第２位の切り花輸入国（年間輸入額：約950億円（平成26年））。

・ 富裕層向けパーティやファッションイベント等において、他にはない花やゴージャスな
花材に対する需要があり、高品質な日本産花きの輸出拡大に向けた取組を開始。

・ 年々輸出が拡大し、平成27年には１．4億円と3年前の２．８倍に増加。

0.5億円

0.7億円

1.1億円

米国への切り花の輸出額の推移

米国への切り花輸出について

ＮＹ総領事館で開かれた天皇誕生日
祝賀レセ プションに飾られた日本産グロリオサ

輸入国 輸入金額

ドイツ（1位） 971百万ユーロ（1,194億円）

アメリカ（2位） 767百万ユーロ（943億円）

オランダ（3位） 708百万ユーロ（871億円）

輸入国合計 5,800百万ユーロ（7,134億円）

切り花輸入額の国別内訳（2014年）

資料：International Statistics Flowers and Plants 2015(AIPH)

資料：財務省：貿易統計

千円

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

H24 H25 H26 H27

1.4億円
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平成25年 資料：自由民主党政務調査会作成
９月25日 (自)花き振興法案検討作業チーム第１回会合

（10/３第２回会合、10/25第３回会合、11/15第４回会合）
11月26日 (自)花き振興法案検討作業チーム第５回会合
12月４日 (自)農林部会等合同会議

平成26年
２月６日 (公)農林水産部会
２月13日 (公)政調全体会議
２月20日 (自)政調審議会
２月21日 (自)総務会

与党政策責任者会議
３月５日 (民)農林水産部門会議で団体ヒアリング
４月８日 (民)幹部と花き関係団体との意見交換
５月29日 (生)法案審査
５月30日 (民)、(維)、(結)法案審査

第186回通常国会
６月５日 (衆)本会議 (6/4 (衆)農林水産委員会(委員長提案、可決)) 
６月20日 (参)本会議 (6/19 (参)農林水産委員会((衆)委員長趣旨説明、可決))
６月27日 法律公布（平成26年法律第102号）
12月１日 法律施行

平成25年 資料：自由民主党政務調査会作成
９月25日 (自)花き振興法案検討作業チーム第１回会合

（10/３第２回会合、10/25第３回会合、11/15第４回会合）
11月26日 (自)花き振興法案検討作業チーム第５回会合
12月４日 (自)農林部会等合同会議

平成26年
２月６日 (公)農林水産部会
２月13日 (公)政調全体会議
２月20日 (自)政調審議会
２月21日 (自)総務会

与党政策責任者会議
３月５日 (民)農林水産部門会議で団体ヒアリング
４月８日 (民)幹部と花き関係団体との意見交換
５月29日 (生)法案審査
５月30日 (民)、(維)、(結)法案審査

第186回通常国会
６月５日 (衆)本会議 (6/4 (衆)農林水産委員会(委員長提案、可決)) 
６月20日 (参)本会議 (6/19 (参)農林水産委員会((衆)委員長趣旨説明、可決))
６月27日 法律公布（平成26年法律第102号）
12月１日 法律施行

花きの振興に関する法律の検討経過
○(自)フラワー産業議員連盟(※)が、(自)農林部会等に花きの振興に関する法案の制定に向けた取組を要望。
○これを受けて、(自)農林部会野菜・果樹・畑作物等対策小委員会の中に、坂本哲志議員(畑作小委委員長)を座長とす

る「花き振興法案(仮称)検討作業チーム」を組織し、中谷元議員(農林水産戦略調査会長)、齋藤健議員(農林部会長)、
河村建夫議員(フラワー議連会長)等がメンバーとなって議員立法を検討(検討作業チーム第2回会合まで座長を務めた
葉梨康弘財務大臣政務官はオブザーバーとして出席）。

※フラワー議連は、江藤隆美議員(故人)が昭和62年に設立。現在は、会長が河村建夫議員、幹事長が江藤拓 元農林水産副大臣。



３．基本方針等

１．目的

花き産業の健全な発展と心豊かな国民生
活の実現

○ 農林水産大臣は、花き産業及び花き文
化の振興に関する基本方針を策定

○ 都道府県は、花き産業及び花き文化の
振興に関する計画を策定

○ 国、地方公共団体、事業者、研究機関等
の連携の強化

○ 生産者の経営の安定（６条）
○ 生産性及び品質の向上の促進（７条）
○ 加工及び流通の高度化（８条）
○ 鮮度保持の重要性への留意（９条）
○ 輸出の促進（10条）
○ 種苗法の特例（13条）
○ 研究開発の推進（15条）

花きの振興に関する法律(平成26年法律第102号)の概要

２．定義

｢花き｣：観賞の用に供される植物
｢花き産業｣：花きの生産、流通、販売又は

新品種の育成の事業

○ 公共施設における花きの活用の推進等
（16条１項）

○ いわゆる｢花育｣の推進（16条２項）
○ 日常生活における花きの活用の推進等

（16条３項）

○ 博覧会の開催等（17条）
○ 花き産業及び花き文化の振興に寄与した

者の顕彰（18条）
○ 振興計画の円滑な実施に向けた国の援助

（19条）
○ 花き活用推進会議の設置（20条）

４．花き産業に対する施策

５．花き文化に対する施策

６．その他の施策



機密性○情報 ○○限り

○ 農林水産大臣の認定を受けた研究開発事業計画の成果として
育成された品種に種苗法の特例を適用。

○ 具体的には、耐病性や高温耐性、日持ち性を有する等、国際競
争力の強化に資する新品種の育成に対し、出願料及び登録料
（１～６年目）を４分の３軽減。

種苗法特例の適用対象となる新品種
の育成（イメージ）

灰色かび病に対する抵抗性を持
ち、夏場の高温・多湿化でも輸出
可能となるスイートピーの新品種

高温耐性を持ち、夏場の需要
期に合わせた安定供給が可能
となるキクの新品種

区分 通常 特例措置

出願料 47,200円 11,800円

登録料
第1～3年
第4～6年
第7～9年
第10～30年

6,000円/年
9,000円/年
18,000円/年
36,000円/年

1,500円/年
2,250円/年

－
－

種苗法の特例措置

国産シェアの奪還

輸出の拡大

種苗法の特例（法第１３条）の概要

研究開発事業計画の認定件数（平成28年3月現在）



国産花きのシェア奪還と輸出の拡大

・花き日持ち性向上対策
・花き生販連携活動
・少量花材安定供給体制構築

・花きの効用の検証・普及
・花育実践者の育成
・くらしに花を取り入れる新需要の創出

・花き振興方策等の検討
・技術交流会の開催、技術マニュアルの作成

・広域連携による花き加工流通の実証
・物流効率化の検討・実証
・リサイクルシステムの検討実証
・輸出戦略の策定

・フラワーコンテスト、展示会等の開催
・学校、福祉施設等での花育体験推進
・企業、介護施設での花と緑の活用推進
（優良事例の表彰）
・花文化と合わせた国産花きの情報発信

・パーフェクトコールドチェーンの構築
・産地における輸出対策
・盆栽等の消毒方法等の確立

地区推進事業 全国推進事業
１．花き関係者の連携への支援

２．国産花きの強みを活かす生産・供給体制の強化

３．国産花きの需要拡大

４．パーフェクトコールドチェーンによる国産花きの国内流通・輸出拡大の支援

H28国産花きイノベーション推進事業の構成（702百万円）

本事業により、全国47都道府県で、花き業界関係者が一体となった協議会を設立
全国で関係者の連携、生産・供給体制の強化、花きの需要拡大対策等を実施



１．花き関係者の連携への支援

２．国産花きの強みを活かす生産・供給体制の強化

・ 多様な品種を有し品質の高い国産花きの強みを活かす生産・供

給体制の強化に向けた、①広域連携による花き加工流通の実証、
②物流の効率化、③日持ち性向上のための管理技術の導入、④
園芸資材リサイクルシステムの実証等を支援

・ 切り花の日持ち保証販売の普及に向けて、流通、販売、用途の
違いが日持ち性に与える影響を把握し、品目別の適切な日持ち保
証日数を設定する等の取組に対する支援を拡充

３．国産花きの需要拡大

・ 国産花きの需要拡大に向けた、①花育や花きの効

用の普及、②フラワーコンテスト・花文化展示会の開
催、③オフィスや介護施設等での花や緑の利用、
④異業種との連携によるプロモーション活動、⑤生け
花花材の生産・流通の促進及び生け花文化継承の
取組等を推進

・ 花育活動のレベルアップに向けて、①各地の優れ
た花育活動の抽出と特長の分析、②現役の教師や
花き関係者を対象とした花育の指導力向上のための
実践研修等に対する支援を拡充

平成２８年度予算概算決定額
○○○（５３２）百万円

・ 都道府県毎に、生産者、研究者、流通・販売業者、輸出事業者等

花き業界の関係者が一堂に会した協議会で地域の花きの振興策を
検討

○ 国産花きのシェア奪還と輸出拡大を図るため、低温パッキング等によるコールドチェーンの構築、日持ち保証
販売の普及、指導者向けの花育研修等の取組を支援。

国産花きイノベーション推進事業（拡充） 平成２８年度予算額
７０２（５３２）百万円

日持ち保証
○日

赤字は拡充部分

熟練指導者による花育教室を
現役の教師等が実地で体験

→ 花育の指導力向上


	2806_meguji2
	文書名 _花きの現状について(6月)-5

