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農林水産省の取組 
（花き） 
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第４章 大会を支える機能＇ファンクショナルエリア（ 
 
  大会運営に必要となる52のファンクショナルエリア 
＇ＦＡ（を設置し、各々の機能を明記した。 

 大会ビジョンを踏まえた、各々のＦＡのミッション、主要目
標、主要業務・役割を記載している。 

東京2020大会開催基本計画（2015年２月抜粋） 
（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 
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○セレモニー 

・ 開会式及び閉会式で東京2020大会ビジョンや日本の
文化を活かした演出を行い、大会が終了した後も、セレモ
ニーの経験を世界中の人々が数代にわたり語り継ぐこと。 

・ 会場中がアスリートのすばらしい功績を称える雰囲気
を作り出し、最高の環境の中で表彰式を開催すること。 

東京2020大会開催基本計画（2015年２月抜粋） 
（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 
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○文化 
・ 国内外の多様な文化団体や芸術家による双方向で先
進的な最高の文化プログラムを展開すること。 

東京2020大会開催基本計画（2015年２月抜粋） 
（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 
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○レガシー 
・ 日本の多様な文化を世界に発信し、オリンピック・パラ
リンピック教育によって国際的な視野を持ったグローバル
な人材育成を推進するといった「文化・教育」のレガシー
を残すこと。 
・被災地の復興した姿や“和をもって尊しとなす”などの日
本的価値観の発信といった「復興・オールジャパン・世界
への発信」のレガシーを残すこと。 

東京2020大会開催基本計画（2015年２月抜粋） 
（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 
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○持続可能性 

・ グリーンな大会の実施と環境にやさしい会場を確保す
ることによって、持続可能な社会の重要性を日本に浸透
させること。 

東京2020大会開催基本計画（2015年２月抜粋） 
（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 
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○聖火リレー 

・ 東日本大震災被災地の現在の状況を世界に発信し、
復興による平和の力を未来へと継承すること。 

・ 日本の観光名所や歴史・文化が感じられるルートを選
定し、聖火リレーを通じて日本の魅力を世界中にPRする
こと。 

東京2020大会開催基本計画（2015年２月抜粋） 
（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 
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○選手村マネジメント 

・ 選手が選手村で多様な日本文化、おもてなし、クール
ジャパンにふれることのできる機会を提供すること。 

・ 各選手が快適に過ごせるように、画一的なサービス提
供ではなく、多様性と調和に細やかな配慮されたサービ
スを計画すること。 

東京2020大会開催基本計画（2015年２月抜粋） 
（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 
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第６章 アクション＆レガシー 
 

 組織委員会、政府、東京都、ＪＯＣ、ＪＰＣ、経済団体等
のステークホルダー＇※（が一丸となって、計画当初の段
階から大会後のレガシーも見通した包括的な取組を推進
するため、2016年に「アクション＆レガシープラン」を取り
まとめる。 

東京2020大会開催基本計画（2015年２月抜粋） 
（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 

ＪＯＣ：日本オリンピック委員会、ＪＰＣ：日本パラリンピック委員会 
＇※（ステークホルダー： 
東京2020組織委員会による決定事項に利害関係を有する組織や東京2020組織委員会の
決定や提案に関して意見や承認をする組織。 
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６．２．２ 街づくり・持続可能性 
＇２（誰もが安全で快適に生活できる街づくりの推進 
＇アクションの例（ 

⑤ 会場周辺等における良好な景観、魅力ある公園、緑
地や水辺等の保全・創出 
 

＇３（大会を契機とした取組を通じた持続可能性の重要性
の発信 
＇アクションの例（ 

③ 路面温度の上昇を抑制する機能をもつ舗装の整備
など、選手や観客への暑さ対策の推進 
  

東京2020大会開催基本計画（2015年２月抜粋） 
（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 
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６．２．３ 文化・教育 

＇１（文化プログラム等を通じた日本や世界の文化の発信
と継承 
＇アクションの例（ 

③ リオ・デ・ジャネイロ2016大会におけるジャパンハウス、
東京2020大会の開閉会式や聖火リレー等を活用した、伝
統文化、食文化、ポップカルチャーなど多様な日本文化
の発信と継承 

東京2020大会開催基本計画（2015年２月抜粋） 
（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 
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６．２．５ 復興・オールジャパン・世界への発信 

＇１（東日本大震災の被災地への支援や復興状況の世界
への発信 
＇アクションの例（ 

② 被災地における聖火リレー等を通じた被災地への支
援 

③ 文化プログラム、教育プログラムによる復興状況の
世界への発信  

東京2020大会開催基本計画（2015年２月抜粋） 
（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 
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資料：気象庁 

東京の月ごと気温平均値（平成26年） 

月 
 

平均（℃） 最高 最低 

日平均 日最高 日最低 

７月 ２６．８ ３０．５ ２３．９ ３５．６ ２０．１ 

８月 
 

２７．７ ３１．２ ２４．８ ３６．１ １９．６ 

９月 ２３．２ ２６．９ ２０．１ ３１．６ １６．４ 

１０月 １９．１ ２３．０ １６．０ 
 

２９．８ １１．９ 
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資料：総務省「家計調査」 ＇二人以上の世帯（ 

切花、園芸品・園芸用品への支出金額＇平成26年（ 
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国産花きイノベーション推進事業 
 平成27年度オリンピック・パラリンピック 
                        フラワー安定供給対策事業 
 
事業実施主体：一般社団法人ＪＦＴＤ 
             (旧：一般社団法人日本生花通信配達協会) 
        （Japan Florists’Telecommunication Delivery Association） 

 
事業概要：①検討会の開催 
     ②夏季産地適応性試験の実証 
     ③ビクトリーブーケの輸送条件等の実証 
     ④夏場の花きの産地・出荷体制整備等の 
            情報発信 
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国産花きイノベーション推進事業 
  

H27オリンピック・パラリンピックフラワー安定供給対策事業における取組             

①検討会の開催 

名 称：オリンピック・パラリンピックフラワー安定供給対策事業企画検討委員会 
構成員：東京大学、千葉大学、＇株（博報堂、スポーツジャーナリ スト、東京港埠頭＇株（、 
      東京都、＇一社（日本種苗協会、＇一社（日本花き生産協会、＇一社（日本インドア・ 
            グリーン協会、NPO法人日本ELFシステム協会、＇一社（日本花き卸売市場協会、 
            ＇公財（日本いけばな芸術協会、屋内緑化推進協議会、＇一社（JFTD 
 

＜検討の内容＞ 
・ 夏場に国産花きを安定的に生産・供給を行う上での課題整理 
・ 活用が想定される品目や供給時期の検討、必要量の推計 
・ オリンピック・パラリンピック東京大会までに安定供給体制を構築するための行程表の 
  作成 
・ その他本事業の効果的・効率的な実施に必要な事項 等 
 
                     ＜開催スケジュール＞ 
              
 

第１回 平成27年５月28日 
第２回 平成27年10月予定 
第３回 平成28年２月予定 
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国産花きイノベーション推進事業 
  

H27オリンピック・パラリンピックフラワー安定供給対策事業における取組             

②夏季の国産花きを安定的に生産・供給できる 
体制づくりを整備 

参加者：生産者＇大菊、アジサイ、ダイヤモンドリリー、スプレーギク（、 
    ＇一社（日本花き生産協会、NPO法人日本ELFシステム協会、＇一社（ＪＦＴＤ、  
    ＇独（農研機構花き研究所  他 
 

＜主な取組＞ 
・ 大菊、アジサイ、ダイヤモンドリリー：夏出荷のできる栽培体系の 
  実証、ブーケに盛り込めるよう小型化を検討 
・ スプレーギク：既存品種から夏季に利用可能な品種の選抜 
・ 夏場の花の日持ち実証 等  
 

＜実証品目、実証産地＞ 
 

輪菊 
（愛知県） 

アジサイ 
（静岡県） 

ダイヤモンドリリー
（東京都） 

スプレーギク 
栃木県、愛知県、 
和歌山県、鹿児島県 

20 



国産花きイノベーション推進事業 
  

H27オリンピック・パラリンピックフラワー安定供給対策事業における取組             

参加者：＇一社（JFTD、花キューピット協同組合、 
      ＇株（ＦＡＪ、NPO法人日本ELFシステム協会、日本植物運送＇株（  
      夏場に開催される大会運営担当者 
 

＜主な取組＞ 
・ 夏季のビクトリーブーケに適応した品目品種の選定 
・ 輸送に適した資材、ビクトリーブーケに適した資材の検討 
・ 輸送方法の検討・検証＇輸送トラック、台車（ 
・ 夏場に開催される競技会場での保管や最終メンテナンスについての検討 
 

＜シミュレーション実施大会＇予定（＞ 
 

③ビクトリーブーケの輸送条件等の実証 
＇東京大会のシミュレーションを実施（ 

タイプ別 開催日 大会名 主催 

屋外イベント 平成27年７月５日 ＲＵＮ＆ＷＡＬＫ 日本乳癌学会学術
総会、臨海グループ 

屋内競技 平成27年８月14、
16、18日表彰式 

2015全日本ジュニ
ア体操選手権大会 

＇一社（全日本ジュ
ニア体操クラブ連盟 

屋外競技 平成27年９月20日
決勝 

Ｊａｐａｎ Ｗｏｍｅｎ‘ｓ 

Ｏｐｅｎ Ｔｅｎｎｉｓ2015 
＇公財（日本テニス
協会 

予定 

終了 

決定 
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国産花きイノベーション推進事業 
  

H27オリンピック・パラリンピックフラワー安定供給対策事業における取組             

屋外イベント「ＲＵＮ＆ＷＡＬＫ」（平成27年７月５日） 

あいにくの雤でしたが600名の参加 

走る人を歌で応援 

イベントを開催 

走られた方に 
抽選でブーケをお渡し 

大会のイメージに合わて制作した 
ビクトリーブーケ 

ブーケを入れた紙袋には、 
アンケート用紙も同封 
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国産花きイノベーション推進事業 
  

H27オリンピック・パラリンピックフラワー安定供給対策事業における取組             

輪菊 アジサイ 
ダイヤモンド
リリー 

スプレーギク 

①～③までの検討や実証、シミュレーションの状況等を
ホームページ等により、適宜発信するとともに        

マニュアルも制作・配布 

④夏場の花きの生産・出荷体制整備等情報の発信 

①検討会の開催 

②夏季の国産花きを安定的に生産・供給できる 
体制づくりを整備 

③ビクトリーブーケの輸送条件等の実証 
＇東京大会のシミュレーションを実施（ 
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日本らしさを出した 
ビクトリーブーケの開発 

選手には、ビクトリーブーケ、 
表彰台の下には花を！ 

選手をおもてなしの花でお出迎え 

選手村のビクトリーパークも 
花でいっぱいに 

選手村の食堂を花で飾って 
癒やしを 

マラソンの沿道も花で応援 

オリンピック・パラリンピック東京大会での花きによるおもてなし 
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１．１．３ 大会ビジョンに基づいた大会運営 
＇２（大会ビジョンの「広がり」～５本の柱による検討～ 

東京2020大会開催基本計画（2015年２月抜粋） 
（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 
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花きの振興に関する法律と 
花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針

について 

平成 27 年  ７ 月 ８ 日 

花き産業・施設園芸振興室 
28 



【極めて多様な品種】 
民間や個人育種家を中心とした育種が
盛ん。種苗法に基づく出願全体の６割
が草花類。さらにその９割が個人・種
苗会社。 

【多くの新規就農者】 
園芸作物は魅力ある分野。新規就農者
の８３％が野菜・果樹・花きを中心作
物として選択。 

【世界最高レベルの育種・生産技術】 
2012フェンロー国際園芸博覧会で最高徔
点や金賞を獲徔。華道等日本の花文化
も高評価。 

【輸入切り花の増加】 
長期的に切り花の輸入が増加傾向。特に
カーネーションでは数量で約５割がコロ
ンビアや中国からの輸入。 

【海外で認知度向上が必要】 
花き輸出はアジア新興国向けを中心に順調
に増加傾向にあり、平成24年輸出額は86億
円。他方、輸出の歴史は浅いため、海外で
の認知度向上が必要。 
 

【関係者間の連携が必要】 
育種家・生産者の技術は高いが、育種家
と研究者、産地間等、関係者間は連携丌
足で、国産花きのＰＲが丌十分。今後は
花き業界の関係者の連携が必要。 

花
き
業
界
が
一
致
団
結 

品種登録のための出願品種 

全品目① うち草花類② ②/① 

28,278件 17,528件 62% 
資料：農林水産省品種種登録統計資料 

資料：全国新規就農相談
センター「新規就農者
（新規参入者）の就農実
態に関する調査結果（平
成２５年度）」 

品種コンテス
トで１席を受
賞したシンビ
ジウム（最高
徔点を獲徔） 

平成15年 平成25年 

国産（％） 

輸入（％） 

カーネーションの輸入割合（数量） 

 
○花き生産拠点の整備 
○燃油に頼らない再生 
  可能エネルギーの利用 
○流通体制の確立で日持ち性等向上 
○ ウイルスフリー苗の大量生産・供給 
○国際競争力に資する新品種の育成 
○花育やフラワーオリンピックの開催 
  等需要拡大 

国産花きの強み 国産花きの課題 今後の花き業界の姿 

国産シェアの奪還 

 
○輸出拠点となる施設園芸団地の整備 
○産地間連携によるリレー出荷 
○花文化と併せて日本産花きを情報発

信 
○センチュウ防除技術の開発等植物検

疫への対応 
 
 
 

輸出の拡大 

平成32年に輸出
150億円に！ 

花き輸出額の推移 

生産者 

育種者 

実需者 

販売者 

生産者の所徔向上 

雇用の創出 

地域の保全 

市場流通
関係者 

○ 国産花きの育種は民間や個人育種家を中心に盛んに行われており、その技術は世界最高レベルにあるが、輸
入品は増加傾向で推移。 

○ 花き関係者が一致団結し、国産シェアの奪還と輸出拡大により、攻めの農政を実現。 

我が国花き産業をめぐる情勢と今後の展開方向 

東京五輪 
花きで 

おもてなし 

＇億円（ 約１００億円 
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花きの振興に関する法律が成立しました   
 

 花き産業と花きの文化の振興を図るため、平成26年６月20
日、第186回通常国会において、議員立法により｢花きの振興
に関する法律｣が成立し、６月27日に公布、12月１日に施行
されました。 

 この法律は、花きの生産者の経営の安定、花きの加工及び
流通の高度化、花きの輸出の促進、公共施設及びまちづくり
における花きの活用等の措置を講じ、もって花き産業の健全
な発展と心豊かな国民生活の実現に寄不することを目的とし
ています。 

平 成 2 6 年 法 律 第 1 0 2 号 
平 成 2 6 年 ６ 月 2 7 日 公 布 
平 成 2 6 年 1 2 月 １ 日 施 行 
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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 

31 



第一条 この法律は、花き産業が、農地や農業の担い手の確保
を図る上で重要な地位を占めているとともに、その国際競争力
の強化が緊要な課題となっていること及び花きに関する伝統と
文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に
重要な役割を担っていることに鑑み、花き産業及び花きの文化
の振興を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定につい
て定めるとともに、花きの生産者の経営の安定、花きの加工及
び流通の高度化、花きの輸出の促進、公共施設及びまちづくり
における花きの活用等の措置を講じ、もって花き産業の健全な
発展及び心豊かな国民生活の実現に寄不することを目的とす
る。 

目的 

 産業と文化の両面からの花きの振興を、法律の目的としてい
ます。 
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第二条 この法律において「花き」とは、観賞の用に供される植物をい  
う。 
２ この法律において「花き産業」とは、花きの生産、流通、販売又は
新品種の育成の事業をいう。 

定義 

 ｢花き｣とは、具体的には切り花（ヤシの葉等切り葉、サクラやサカキ
等切り枝を含む）、鉢もの（洋ラン類、観葉植物、盆栽等）、花木類
（ツツジ等庭木に使われる木本性植物で緑化木を含む）、球根類（食用
に供されるものを除く）、花壇用苗もの（パンジー、ペチュニア等）、
芝類（造園用等養成されているもの）、地被植物類（ササ、ツタ、ジャ
ノヒゲ等の地面や壁面の被覆に供するもの）のことを言います。 
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 「花き」の定義 
「花き」とは、観賞の用に供される植物をいう。具体的には、切り花、鉢もの、花木類、球根類、
花壇用苗もの、芝類、地被植物類をいう。 

【広辞苑】 
「観賞のために栽培する植物」 

【花卉園芸総論】 ＇大川清著（ 

「花卉は観賞用に栽培する植物全体を意
味しており・・・花卉は栽培植物に用いられ、
山採りする枝物やごく一部の趣味家だけ
が栽培する山野草は花卉に含めない。し
かし、野生植物で改良されていないもので
も、繁殖して継続的に広く栽培されるもの
は花卉に含めている。」 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

花き 
【切り花】 
キク、バラ、 

カーネーション、 
ヤシの葉等切り葉、 
サクラ等切り枝 

【鉢もの】 

シクラメン、ラ
ン、観葉植物、 

盆栽等 

【花壇用苗もの】 
パンジー、 
ペチュニア等 

【花木類】 

ツツジ等庭木に使われ
る木本性植物で緑化木
を含む＇鉢ものとして生
産されているものを除く（ 

【球根類】 

チューリップ、ユ
リ等＇食用に供
されるもの除く（ 

【芝類】 
造園用等養成 
されているもの 

【地被植物類】 

ササ、蔓類等地面
や壁面の被覆に供

するもの 

【林木】 

スギ、ヒノキ、アカマツ、クロ
マツ、カラマツ等 

「山野草」や「林木」につい
て明確な規定はないが、
観賞用に仕立てをして栽
培されているものは花き
として取り扱うことが妥当 

【なんでもわかる花と緑の辞典】＇樋口春三著（ 

「観賞用植物と同じ意味であり、通常は利用目
的から①切り花類、②鉢物類、③花木類、④
球根類、⑤花壇用苗物、⑥芝、⑦地被植物類
などに区分される。」 

【山野草】 
野外に自生する草本、低木
及び小低木の一部等 

「花き」の定義について触れている書籍 
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第三条 農林水産大臣は、花き産業及び花きの文化の振興に関する基本
方針（以下単に｢基本方針｣という。）を定めるものとする。 
２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
 一 花き産業及び花きの文化の振興の意義及び基本的な   
  方向に関する事項 
 二 花きの需要の長期見通しに即した生産量その他の花  
  き産業の振興の目標に関する事項 
 三 花き産業の振興のための施策に関する事項 
 四 花きの文化の振興のための施策に関する事項 
 五 花きの需要の増進のための施策に関する事項 
３ 農林水産大臣は、基本方針を定めるに当たって花きの需給事情を把
握するため必要があると認めるときは、都道府県知事、花き産業を行
う者が組織する団体（以下｢花き団体｣という。）その他の関係者に対
し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

基本方針 
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４ 農林水産大臣は、花きの需給事情、農業事情その他の事情の変動に
より必要があるときは、基本方針を変更するものとする。 
５ 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとすると
きは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 
６ 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅
滞なく、これを公表しなければならない。 

基本方針 

 花き振興法に基づく｢基本方針｣を平成27年4月10日に策定いたしまし
た。 
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第四条 都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における花き産業
及び花きの文化の振興に関する計画（以下｢振興計画｣という。）を定め
るよう努めなければならない。 
２ 都道府県は、振興計画を定めるに当たって花きの需給事情を把握す
るため必要があると認めるときは、花き団体その他の関係者に対し、
資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 
３ 都道府県は、振興計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な
く、これを公表しなければならない。 

 都道府県は、できる限り生産、流通、販売、文化等地域の花き関係者
が一堂に会する地域協議会等を活用し、｢振興計画｣を策定するよう努め
ることとされました。 

振興計画 
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第五条 国は、国、地方公共団体、事業者、大学等の研究機関等が相互
に連携を図りながら協力することにより、花き産業及び花きの文化の
振興の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の
強化に必要な施策を講ずるものとする。 

連携の強化 

 花き産業及び花きの文化の振興のためには、生産、流通、販売、文化
等花き関係者や国、地方公共団体等の連携が欠かせないことから、連携
の強化が規定されました。 
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第六条 国及び地方公共団体は、花きの生産者の経営の安定を図るた
め、エネルギーの使用の合理化その他の花きの生産基盤の整備、知的
財産の適切な保護及び活用、災害による損失、使用するエネルギーの
価格の急激な高騰等が発生した場合における合理的な補塡その他必要
な施策を講ずるよう努めるものとする。 

生産者の経営の安定 

 燃油価格や資材費の高騰、災害の発生等により、経営が圧迫
される事例が見受けられる中、国や地方公共団体による生産者
の経営の安定のための支援が規定されました。 
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花きの燃油コスト 
• 施設園芸は、経営コストに占める燃料費の割合が高
く、近年の燃油価格高騰が経営を圧迫。 

• 燃油に頼らない生産構造が求められる。 

経営コストに占める燃料費の割合 

ヒートポンプ 

木質バイオマス 
利用加温施設 
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農業：ピーマン及びばらについては平成25年度品目別統計及び産地聞き取りから農業経
営費に占める割合を推計＇全国平均（。マンゴーについては平成19年に聞き取り調査より
推計。 
漁業：平成20年漁業経営調査報告から。 
他産業：タクシー、トラックについては自動車運送事業経営指標による。 

農 業 

 ピーマン ３０％ 

 ばら  ３５％ 

 マンゴー  ４４％ 

漁 業  いか釣（沿岸） ３３％ 

他産業 
 タクシー  ７％ 

 トラック  ５％ 



第七条 国及び地方公共団体は、花きの栽培の生産性及び花きの品質の
向上（以下「生産性及び品質の向上」という。）を促進するため、花
き産業を行う者による生産性及び品質の向上のための取組への支援そ
の他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

生産性及び品質の向上の促進 

 国産シェアの奪還と輸出拡大に向け、国や地方公共団体による生産性
と品質の向上の促進のための支援が規定されました。 
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第八条 国及び地方公共団体は、花きの加工及び流通の高度化を図るた
め、花きの加工に関する技術開発、卸売市場等流通関係施設の整備及
び流通経路の合理化への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるも
のとする。 

加工及び流通の高度化 

 花きは卸売市場経由率が高く、産地から市場、小売店に至るまでの
コールドチェーンの整備や流通経路の合理化等が必要であることから、
国や地方公共団体による加工及び流通の高度化に向けた支援が規定され
ました。 
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第九条 国及び地方公共団体は、前二条の施策を講ずるに当たっては、
花きの流通に当たりその鮮度をできる限り保持することの重要性に特
に留意するものとする。 

鮮度の保持の重要性への留意 

 国産花きの強みである日持ち性の向上のためには、産地から小売店に
至るまでの流通段階における鮮度保持が特に重要であることから、第九
条が設けられました。 
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17 

96 

4 

48 

52 
81 

19 

資料：農林水産省「花き生産出荷統計」、「植物検疫統計」 

平成15年 

キ ク 

主な輸入国 

マレーシア、中国 

主な輸入国 

コロンビア、中国 

平成25年 

カーネーション 

国産   ％ 

国産   ％ 

国産   ％ 

国産   ％ 

輸入   ％ 

輸入   ％ 
輸入   ％ 

輸入   ％ 

 花きの輸入は、切り花類が大半を占め、関税が廃止された昭和
６０年以降増加傾向。輸入の主な相手国は、コロンビア、マレー
シア、中国。 

 品目としては、日持ち等品質向上によりカーネーション、キクの
増加が顕著。 

花きの輸入 

平成15年 平成25年 
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カーネーションの生産概況の対比 

面 積 

日本 コロンビア 

   378ha 
 

  126億円 
 
 -------------------- 

 最高17℃ 

 最低7.4℃ 
 

 1,500m前後 

     約1,000ha 
 

   135億円 

 （対日輸出額49億円） 

 -------------------- 

   最高16℃ 

   最低 6℃ 
 

   2,600m 

産出額 

• 年間平均気温は日本とコロンビアでほとんど差はないが、月別で見ると、コロンビアは年間を
通じてほぼ一定であり、加温施設等が不要。⇒設備費、光熱費（特に燃油）等が不要。 

• コロンビアは四季がないため、生産地が季節で移動することなく、周年で安定供給が可能。 
   また、１日の寒暖の差が大きく、カーネーションの発色や生育には最適。 
• コロンビアの花き生産は、一部の富裕層による農地及び付随する福利厚生施設等の整備、 
  アメリカによる転作指導、コロンビア政府の国内治安改善策がうまく合致したことからスタート。 

年間 
平均気温※ 

標高※ 

※年間平均気温、標高は長野及びボゴタの生産地近辺のもの 
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コロンビア 
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最低 6℃ 
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長野 
年平均 
最高 17℃ 
最低 7.4℃ 

平均気温の比較 
単位：℃ 

単位：℃ 

国内産及びコロンビア産カーネーションについて① 
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カーネーションのコスト比較 

• コロンビアの１本あたりの原価は日本の半分以下（流通経費含まず）。 
• 日本では、灰色カビ病は一般的な病害であるが、コロンビアでは気象条件や栽培環境の面 
   から発症リスクが尐ない。 
• コロンビアは、採花後の温度管理や抗菌剤等の鮮度管理も徹底している。日本では採花後の処

理や温度管理等がまだ不十分であり、生産・流通・小売への一体的な対策が必要。 

※1：コロンビアは台風がなく、簡易な施設で充分である。 
※2：長野県は最低時間賃金（713円）より計算 

○ ボトリチス菌は、花きにとって大敵となる
カビの一種で、灰色カビ病の要因となる。 
○ 日本では一般的な病害であるため、温湿度
管理の徹底や農薬の散布が必要。そのためのコ
ストが上乗せされる。 

ボトリチス菌について 

カーネーションの鮮度管理について 

○ 採花後の選別は、日本では常温で行われる
が、コロンビアでは2～3℃の室内で行われ、以
後空港までは低温で輸送される。 
○ また、輸入品は長期輸送が前提のため、抗
菌剤や栄養剤等の薬剤の使用等、鮮度管理が徹
底している。 
○ 輸入品は、日本の空港に到着後は、温度管
理が寸断されるため、市場、小売店への流通は
国産と同じ温度条件となる。 

日本（長野） コロンビア 

 264千円/年 
 

 パイプハウス 

 3,711千円 
 

 130千円/月 
 

 -------------     

   28.7円 
 

   10.4円 

  （産地→市場） 

     0 
 

  木造ﾎﾟﾘﾌｨﾙﾑ 
    240千円 
 

    260㌦/月 
  （約25千円） 
 -------------- 
     14ｾﾝﾄ 
   （約13円） 
 

   12～15ｾﾝﾄ 
     （ﾎﾞｺﾞﾀ→成田） 

燃 油 

1本あたりの 
生産コスト 

施設費※1 
（10aあたり） 

雇用労賃 
1人あたり※2 

1本あたりの 
輸送コスト 

国内産及びコロンビア産カーネーションについて② 
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○国産花と輸入花の採花から小売店までの期間 

日数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

輸入花き 
(コロンビア
のカーネー
ション) 

国産花き 

採
花 

梱
包 

空
港 

空港 

成
田
空
港 

分
 
荷 

市
場 
セ
リ 

小
売
店 

採
花 

調
整 

市
場 
セ
リ 

小
売
店 

温度管理が徹底 

温度管理が不徹底 資料：市場関係者からの聞き取り 

• 輸入花きからシェアを奪還するには、 
 ①温度管理（コールドチェーンの確立） 
 ②衛生管理 
 ③鮮度保持剤の使用等 
 を生産・流通・小売各段階で徹底。 
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第十条 国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産された
花きの需要の増進に資することに鑑み、花きの輸出の促進に必要な施
策を講ずるよう努めるものとする。 

輸出の促進 

 ｢花きの輸出戦略｣（平成25年８月）の目標である平成32年の輸出額150
億円の達成に向け、国や地方公共団体による花きの輸出促進に向けた支
援が規定されました。 
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国産花きの輸出増加 
•  国際的に高い評価を得ている我が国の多様で高品
質な花きの輸出が増加傾向。 

• 特に、経済成長著しいアジア新興国向けが急増
し、平成25年の輸出額は約100億円。 

輸出上位
５カ国 

H23 H24 H25 

中国 9.1 18.1 34.0 

ベトナム 28.1 43.2 30.6 

香港 22.1 11.8 20.5 

台湾 1.0 2.2 7.0 

イタリア 2.8 2.9 2.0 

花き輸出額の推移 

（億円） 

   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」 

約１００億円 
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16.1 28.8 58.6 67.0 70.9 86.2 99.9

H16 H18 H20 H22 H23 H24 H25

為替相場の変動はあるがアジア新興
国向けを中心に輸出は順調に増加 

＇億円（ 
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花きの輸出戦略 
• ｢所得倍増｣実現に向けた第一歩として、輸出拡大
による新たな販路の開拓が必要。 

• 昨年8月に｢花きの輸出戦略｣を策定、平成32年に植
木・盆栽・鉢物・切り花で輸出150億円を目指す。 
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140

160

平成24年(2012年） 平成32年(2020年） 

150 

83 

（億円） 輸出拡大向けパン
フレットを作成し
て国産花きを発信 

品目 輸出重点国 

植木・盆栽 ＥＵ、中国 

鉢物 シンガポール、中国、香港 

切り花 米国、香港、シンガポール、
カナダ、ＥＵ、ロシア 

花きのうち、植木・盆栽・鉢もの・切り花の輸出額 
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輸出先進国ケニアの事例① 
• ナイロビ近郊のナイバシャ湖周辺が切り花の一大生産
地。 

• オランダ、イギリス等の資本によるハウス面積200～
300haの生産者が集積し、大規模な施設園芸を展開。 

• 安価な人件費・資材費を背景に、切り花産業は急成長
を遂げる。 

 

 

ナイバシャ湖周辺のPand Flowersは200ha、従業員800名、 

台風がないため簡易な資材費(10aあたり100万円程度) 51 



輸出先進国ケニアの事例② 
• イギリス、オランダ等の資本により、極めて戦略的に
輸出に取り組んでいる＇95%は輸出向け（。 

産地で完結した取組 

生産者自ら海外マーケティング、 
顧客ニーズに合わせた加工（花
色・規格）、パッキング 

社会環境に配慮した取組 

巨大な雨水貯水
池で湖水利用を
抑制 

自社で益虫を培養 
農薬使用を抑制 

フェアトレードによる価格上乗せ分で
職業訓練やクリニック経営等を実施 

多くの生産
者がＭＰＳ
に加え独自
認証を取得 

ナイバシャ湖
の水問題対策 

女性がほとんど 
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輸出先進国ケニアの事例③ 
• 国を挙げてのプロモーション、産地で完結した取組
等、我が国がケニアから学ぶべき点も多い。 

 
コールドチェーンの整備 

オールケニアでプロモーション 

 ケニア政府も支援 

ケニア共通ブランド 

産地の保冷庫 

生産者の保冷トラック 

ナイロビ空港隣接の検疫所の保冷庫 
駐日ケニア大使館 
切り花をＨＰで宣伝 

プロモーション 
マーケティング等 
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輸出重点国の事例：ロシア 
• モスクワの切り花市場規模は2千億円。市場では7割
をバラが占める。ほぼ輸入に依存＇ロシアの輸入額は
世界第6位（。 

• 花を消費する文化がしっかりと根付いており、我が国
にとって魅力的な潜在市場。 

• バレンタインや国際婦人デー＇３月（、新学年のスター
ト＇９月（を中心に切り花消費が多い。 

• 街中の至る所に花屋が存在。 
 

花市場 百貨店の高級花店 24時間営業スタンド 
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•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。 

輸出重点国の事例：香港 

賑わいを見せる花屋街と派手な花束 ホテルのロビー ショッピングモール
玄関 
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経済成長著しいアジア新興国へ！  
＇香港・シンガポール・中国（ 

産地間連携により日本産花きと花文化を世界へ輸出！ 

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 

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！ 
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第十一条 研究開発事業（花きの新品種の育成及び増殖技術の高度化に
関する研究開発を行う事業であって、我が国の花き産業の国際競争力
の強化に特に資するものをいう。以下同じ。）を行おうとする者（研
究開発事業を行う法人を設立しようとする者を含む。）は、研究開発
事業に関する計画（以下「研究開発事業計画」という。）を作成し、
農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出し
て、その研究開発事業計画が適当である旨の認定を受けることができ
る。 
２ 研究開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならな 
 い。 
 一 研究開発事業の目標 
 二 研究開発事業の内容及び実施期間 
 三 研究開発事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

研究開発事業計画の認定 
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３ 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その
研究開発事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認め
るときは、その認定をするものとする。 
 一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らし適切なも

のであること。 
 二 前項第二号及び第三号に掲げる事項が研究開発事業を確実に遂行

するため適切なものであること。 

研究開発事業計画の認定 

 第十三条で規定する種苗法の特例の適用を受けるには、研究開発事業
計画を作成し、農林水産大臣の認定を受ける必要があります。 
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• 種苗法に基づく品種登録出願のうち、草花類は６割。
そのうち９割は、個人や種苗会社による。 

• 他方、花きは流行に左右されやすく、品種登録が更新
されず取り消される品種も多い。 

出願品種に占める草花類の割合等 

全品目① 
うち 

草花類② 
うち個人・種苗会
社からの出願③ 

②/① ③/② 

29,305件 18,152件 16,367件 62% 90% 

花きの育種・品種開発 

資料：農林水産省品種登録統計資料＇平成26年３月31日現在（ 

品種登録後更新等されず取り消された品種数 

全品目① 
うち 

草花類② 
②/① 

13,412件 9,260件 69% 
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第十二条 前条第一項の認定を受けた者（その者の設立に係る同項の法
人を含む。以下「認定研究開発事業者」という。）は、当該認定に係
る研究開発事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定め
るところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 
２ 農林水産大臣は、認定研究開発事業者が前条第一項の認定に係る研
究開発事業計画（前項の規定による変更の認定があったときは、その
変更後のもの。以下「認定研究開発事業計画」という。）に従って研
究開発事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すこと
ができる。 
３ 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。 

研究開発事業計画の変更等 
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第十三条 農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従って行われる研
究開発事業の成果に係る出願品種（種苗法（平成十年法律第八十三号）
第四条第一項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発事業計画に
おける研究開発事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登
録出願されたものに限る。以下この項において同じ。）に関する品種登
録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該研究開発事業
を行う認定研究開発事業者であるときは、政令で定めるところにより、
同法第六条第一項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除す
ることができる。 
一 その出願品種の育成（種苗法第三条第一項に規定する育成をいう。

次項第一号において同じ。）をした者 
二 その出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等（次項第二

号において単に「従業者等」という。）が育成した同条第一項に規
定する職務育成品種（同号において単に「職務育成品種」とい
う。）であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同
項に規定する使用者等（以下この条において単に「使用者等」とい
う。）が品種登録出願をすることが定められている場合において、
その品種登録出願をした使用者等 

 

種苗法の特例 
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２ 農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発
事業の成果に係る登録品種（種苗法第二十条第一項に規定する登録品
種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期
間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。
以下この項において同じ。）について、同法第四十五条第一項の規定
による第一年から第六年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に
掲げる者であって当該研究開発事業を行う認定研究開発事業者である
ときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除する
ことができる。 

種苗法の特例 
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 一 その登録品種の育成をした者 
 二 その登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であって、契

約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等が品種登録出
願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使
用者等に変更することが定められている場合において、その品種登
録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願
者の名義の変更を受けた使用者等 

種苗法の特例 

 国産シェアの奪還と輸出拡大に向け、品種開発を加速化させる必要が
あることから、国際競争力の強化に資する品種開発及び増殖技術の高度
化に取り組む者に対し、品種登録の出願料及び登録料を減免する種苗法
の特例が規定されました。 
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○ 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及び具体的な支援策 

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 

種苗法の特例 
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第十四条 農林水産大臣は、認定研究開発事業者に対し、認定研究開発
事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 

報告の徴収 
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 国産シェアの奪還や輸出の拡大に向けた新品種の育成、国産花きの強
みを活かす日持ち性の向上等のため、国や地方公共団体による研究開発
の推進のための支援が規定されました。 

第十五条 国及び地方公共団体は、花きの新品種の育成及び増殖技術の
高度化に関する研究開発、生産性及び品質の向上に関する研究開発、花
きの品質を保持しつつ流通させるために必要な資材の開発その他花き産
業の振興のために必要な研究開発（以下この条において単に「研究開
発」という。）の推進及びその成果の普及並びに研究開発を行う者への
支援に努めるものとする。 

研究開発の推進等 
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○トルコギキョウの低コスト冬季計画生産技術 
燃料消費量を約50％削減、生産コスト100円以下／本 
○日没後の加温、光照射による花きの 省エネルギー生産技術 
・日没後加温処理により 
 開花を促進し、燃料消費量 
 を約30％削減 
・日没後遠赤色光照射により、 
 1作あたりの栽培期間が 
 7～10日短縮 
 

○低コスト・省エネルギー対策技術 

資料：農業新技術2012、農研機構花き研究所研究成果 

 
 

○品質保持剤の利用 
・生産、流通、小売・消費者の各段階での品質保持剤の適切な利用によ
り日持ち日数が3割程度延長 

○日持ちの良い品種の開発 
・通常品種に比べ日持ち日数が 
 約3倍のカーネーションの新品種 
 「ミラクルルージュ」 
 「ミラクルシンフォニー」 
 の開発 

  
 
 
 

○日持ち性向上のための技術 

資料：平成23年度花き日持ち保証販売実証事業、農研機構花き研究所作成研究成果 

 
 
○耐病性品種の開発・育成 
・高温時に多発する萎凋細菌病 
＇※急激にしおれ症状を呈して 
 立枯れする土壌伝染病（に 
 抵抗性を持つカーネーションの 
 新品種「花恋ルージュ」の開発 

 
・抵抗性個体を選抜するDNAマーカーの開発により、育種期間
を短縮。 

○耐病性向上のための技術 

資料：農研機構花き研究所作成研究成果 

 
 

○民間会社等におけるオリジナル品種の開発等による 
  ブランド化、差別化 
・海外で絶滅した八重咲きパンジーを復活 
・世界初の黄色いサクラソウを開発 
 
 
 
 
 
 
 

       八重咲きパンジー            黄色いサクラソウ 

○ブランド化等の取組 

萎凋細菌病に感染させても 
「花恋ルージュ」＇中央（は健全 

日没後3時間

加温・光照射
すると成長が
促進 

6日 18日 

「ミラクルルージュ」＇中央（は18日間花が持つ 

花きの研究開発 
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 我が国は極めて豊かな花きの文化を育んできましたが、ライフスタイ
ルの変化や若年層の花き離れ等により、近年日常生活において花きに触
れる機会が減少しています。このため、国や地方公共団体による、公共
施設や社会福祉施設等における花きの活用の推進や花育の実施、生け花
や盆栽等花きに関する伝統の継承等、フラワーアレンジメントや新しい
物日の普及等花きの新たな文化の創出等、花きの文化の振興に向けた支
援が規定されました。 

第十六条 国及び地方公共団体は、公共施設及びまちづくりにおける花
きの活用に努めるとともに、社会福祉施設その他花きの人を癒す効用が
十分に発揮できる施設における花きの活用の促進に努めるものとする。 
２ 国及び地方公共団体は、児童、生徒等に対する花きを活用した教育
及び地域における花きを活用した取組の推進を図るため必要な施策を講
ずるよう努めるものとする。 
３ 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、花きの文化の
振興を図るため、日常生活における花きの活用の促進、花きに関する伝
統の継承、花きの新たな文化の創出等に対する支援、花きに関する知識
等の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

花きの文化の振興 
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オフィス 
公共空間 

○オフィス等の室内緑化 
○駅や空港を緑化 
○花とみどりのまちづくり 

公共施設やまちづくりに 
おける花きの活用 

花きの文化の振興① 

69 

花きの効用の普及 

○社会福祉施設等における癒やし効果の活用 

花きの効用を普及するために 
作成されたリーフレット＇千葉大学（ 



教育及び地域における花きの活用 

○地域における花育活動を推進 
○各県フラワーフェスティバルの開催 

教育
機関 

地域 

コミュニ
ティー 

花きの文化の振興② 
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花きに関する伝統の継承 

花きの新たな文化の創出 

花きの文化の振興③ 

新しい 
物日 フラワーアレンジメント 

盆栽 門松 生け花 
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○日本人は、元来、花を飾り、楽しむ花文化を持っている 
○日本の花は、多様な品種と、世界でも最高水準の品質 

このことを定着させるため、開催までの５年間、以下のような取組を推進し、 
オリンピック・パラリンピック開催年には日本全国津々浦々、花と緑があふれる 
風景を実現   

①おもてなしの花 
 
 

 ②ビクトリーブーケ 
  の開発 

  ③真夏でも安定 
   した供給体制 

の構築 

空  港：成田、羽田、中部など到着口、発着カウンター、 
     待合室に花を展示 
  駅 ：東京、名古屋、京都、大阪等の改札口、ホーム、   
    待合室に花を展示 
市街地：花育活動と連携した公共施設や学校での花壇作り 

関係省庁と連携 

選手の栄光を讃え、国産花きの素晴らしさを全世界に 
アピールするビクトリーブーケを企画・開発 
（品目・品種・産地の選定（被災地で栽培された花きの使
用も一案）、デザイン等） 

大会で使用される緑化・装飾用の花きが安定して供給でき
るよう、計画的に生産・出荷できる産地の育成、コールド
チェーンの整備、切り花の日持ち性向上技術を確立 
（1964年は10月開催、2020年は7～9月の真夏の開催） 

 オリンピック・パラリンピックに向けた取組 
  ～Ｒｏａｄ ｔｏ Ｔｏｋｙｏ Ｏｌｙｍｐｉｃ ａｎｄ Paｒalympic ｂｙ Ｆｌｏｗｅｒ～ 
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第十七条 国及び地方公共団体は、花き産業及び花きの文化の振興を図
るため、花きの博覧会、展覧会、展示会、品評会その他これらに類する
ものの開催若しくは開催への支援又はこれらへの参加への支援に努める
ものとする。 

博覧会の開催等 

 花きの輸出拡大や国内需要の拡大、花きの文化の振興を図るため、国
や地方公共団体による博覧会の開催等に対する支援が規定されました。 
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【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80万人。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＇Ｈ２８（４月～１０月、トルコのアンタルヤにて、国際園芸博覧会が開催予定。 

• 農林水産省は関係省庁との調整等、出展に向けた準備を開始。 

• 平成27年４月21日に公式参加することについて、閣議で了解。 
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○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、最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 

 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
最高得点 
(9.90)獲得 
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第十八条 国及び地方公共団体は、花き産業及び花きの文化の振興に寄
不した者の顕彰に努めるものとする。 

顕彰 
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 法律の各条項に規定した施策の実現に向けては、国の予算措置等が丌
可欠であることから、国の援助を規定しました。 
 農林水産省では、法律の理念を具体化すべく、平成26年度より｢国産
花きイノベーション推進事業｣を開始したところです。 

第十九条 国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しよ
うとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提
供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

国の援助 
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第二十条 政府は、関係行政機関（文部科学省、農林水産省、経済産業
省、国土交通省、環境省その他の関係行政機関をいう。）相互の調整を
行うことにより、花きの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進を図る
ため、花き活用推進会議を設けるものとする。 

花き活用推進会議 

 公共施設における花きの活用や教育との連携、農商工連携、花きを活
用した街づくり等により、関係行政機関が連携して花きの活用を推進し
ていくため、農林水産省が事務局を務め、他府省が構成員となる｢花き
活用推進会議｣が規定されました。 
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花き活用推進会議の開催         

○ 平成２７年４月１３日に農林水産省で「第1回花き活用推進会議」を開催。 
○ 小泉副大臣から関係省庁の政務官等に対し農林水産省における花き活用推進の事
例について説明。  

○ 関係省庁から花き活用の取組について説明の後、意見交換を行った。 
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 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日から施行する。 

附則 

 「花きの振興に関する法律の施行期日を定める政令」により、法律の
施行日は平成26年12月１日となりました。 

第二十一条 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。 
２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者
が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為
者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 

罰則 

80 



 我が国の花き産業は、農地や農業の担い手の確保を図る上で重要な地位を占めているととも
に、その国際競争力の強化が緊要な課題となっている。また、花きに関する伝統と文化が国民
の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に重要な役割を担っている。 
 よって政府は、「花きの振興に関する法律」の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期す
べきである。 

記 
一 花き産業及び花きの文化の振興に向けた取組については、国、地方公共団体、関係者等が
緊密に連携し、一体となって進めることができるよう、法第四条に基づく振興計画が全ての
都道府県において定められるよう促すとともに、市町村においても、法の趣旨を踏まえ、都
道府県の振興計画に即して花き振興に積極的に取り組むことができるよう、必要な措置を講
ずること。 

二 「花き」とは、観賞の用に供される植物全体を指すものであり、具体的には、切り花、球
根、花木類、盆栽等の鉢物、芝類、地被植物類をいうことを明確に示した上で、それぞれの
特性に応じたきめ細かい振興策を講ずること。 

三 花きの輸出の促進に当たっては、諸外国の植物検疫制度を調査し、事業者等に対し、輸出
の円滑化に資する情報提供を行うとともに、花きに係る検疫条件について、我が国と諸外国
との間で科学的根拠に基づき検疫協議が進められるよう、関係省庁とも連携して、必要な措
置を講ずること。 

附帯決議 

 第186回通常国会の衆・参議院農林水産委員会において「花きの振興に関する法律案」の審
議が行われた際、上記附帯決議がなされました。 
 農林水産省としては、その趣旨を十分に尊重し、関係省庁との連携を図りつつ、最善の努力
をしていく所存です。  
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花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針について 

農地・農業の担い手の
確保において重要な分
野 

＜国産花きの強みと課題＞ ＜施策の方向＞ 

生産量その他の花き産業の振興の目標 

 

産 

業 

・ 平成24年の産出額
が3,761億円と農業産
出額の４％。 

・ 若い世代の活躍も目
立つなど、農地や農業
の担い手の確保を図る
上で重要な分野。 

・ 多様で高品質な国産
花きは国際的にも高い
評価。近年輸出は増加
傾向＇平成25年に約
100億円（。 

H24実績 
（億円） 

H37目標・見
込（億円） 

産出額 3,761 6,500 

輸出額 86 450 

輸入額 460 300 

H24実績 H37目標 

切り花類 41億本 67億本 

鉢もの類 2.5億鉢 4.1億鉢 

花木類 1.1億本 3.1億本 

球根類 1.3億球 2.1億球 

花壇用苗も
の類 

7.1億本 11億本 

芝類 3.9千ha 6.4千ha 

地被植物類 32百万本・鉢 52百万本・鉢 

83 



花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針について 

＜国産花きの強みと課題＞ ＜施策の方向＞ 

生 

産 

国際競争力の強化が 
緊要の課題 

・ 関税が廃止され
た昭和60年以降、

大量生産された安
価な切り花の輸入
が増加。 

・ 燃油価格の高騰
等が生産者の経営
を圧迫。 

・ これら諸問題に
対応するため、国際
競争力の強化が緊
要の課題。 

生産者の経営の安定 

生産性及び品質の向上の促進 

・ 花きの生産基盤の整備や知
的財産の適切な保護・活用、自
然災害による損失を補塡する
園芸施設共済への加入、燃油
価格が一定以上に上昇した場
合に補塡金を交付するセーフ
ティーネットの構築を推進。  

・ 産地における低温設備等鮮度保持に
資する施設の整備等を推進。 

ヒートポンプ 

木質バイオマス 
利用加温設備 

燃油価格高騰緊急対策 
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＜国産花きの強みと課題＞ ＜施策の方向＞ 

流 

通 

加工及び流通の高度化 

鮮度の保持の重要性への留意 

・ 花束やフラワーアレンジメント等の加工
に関する技術開発や卸売市場等流通関係
施設の整備、流通経路の合理化等を推
進。 

・採花後の前処
理＇抗菌剤等
で水揚げ（ 

・出荷前の温度
管理＇低温保
管（等の徹底 

産 地 

・配送施設、卸
売場の低温化 

・輸送時の温度
管理＇積載前の
トラック庫内の
冷却等（の徹底 

 

市 場 小売店 

・市場から店舗ま
で搬送時の温度
上昇の防止 

・入荷時の適切
な水揚げの実
施、低温ショー
ケースの利用
等。 

・ 生産から流通・販売に至るコールド
チェーンの確立等鮮度保持の意義の普
及啓発を推進。 

鮮度・日持ち性を向上させる 
流通体制の確立が必要 

85 

・ 多様な品目・品
種、零細な小売り
構造により、他品
目に比べ高い卸売
市場経由率＇平成
24年は79%（。 

・ 輸入花きから
シェアを回復する
には、国産花きの
鮮度、日持ちの良
さ等の強みを活か
すためのコールド
チェーンの整備等
が必要。 

花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針について 



0

50

100

H21 H22 H23 H24 H25

＜国産花きの強みと課題＞ ＜施策の方向＞ 

輸 

出 

輸出の促進 

・ オールジャパン体制による
輸出拡大に向け、 

  ① 花きの文化と併せた国
産花きに関する発信 

  ② 海外の市場・消費実態
に関する情報の収集・提供 

  ③ 植物検疫に対応した病
害虫防除方法の開発・普及 

  ④ 海外の見本市への参
加等による商談機会の創出 
 等を推進。 

海外見本市 

輸出は増加傾向 

・ 多様で高品質な
国産花きは、国際的
に高い評価を得てお
り、アジア新興国向
けを中心に輸出が
増加傾向。 

花き輸出額の推移 
＇億円（ 
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花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針について 



＜国産花きの強みと課題＞ ＜施策の方向＞ 

研
究 

種苗法の特例 

・ 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特に資する新
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（法第13
条）。 
  

研究開発の推進 

・ 花きの新品種の育成や増殖技術の高
度化、生産性・品質の向上等の研究開発
を推進。  

特例の適用対象となる新品種の育成＇イメージ（ 

【輸出拡大】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 

【国産シェアの回復】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 

盛んな育種・研究 

・ 民間や個人育種
家を中心とした育
種が盛ん。種苗法
に基づく出願全体
の６割が草花類。
さらにその９割が
個人や民間の種苗
会社によるもの。 

・ ＇独（農研機構花
き研究所は、民間
では行い難い省エ
ネ技術や日持ち
性・耐病性向上等
の研究を実施。 
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花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針について 



文 

化 

花きの文化の振興、花きの需要の増進 

・ 花きの文化の振興に向け、 

 ① 公共施設やまちづくり等における花きの
活用 

 ② 花育、地域における花きを活用した取組 
 ③ 日常生活における花きの活用 
等を推進。 

・ 花きの需要の増進に向け、博覧会の開催
等を推進。 

  

公共施設やまちづくり
における花きの活用 

花育、地域における 
花きの活用 

世界に誇る 
豊かな花きの文化 

・ 我が国において
は、生け花、盆栽、
門松等、世界に誇る
花きに関する豊かな
伝統と文化が国民の
生活に深く浸透。 
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花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針について 

＜国産花きの強みと課題＞ ＜施策の方向＞ 



国産花きイノベーション推進事業 

H26国産花きイノベーション推進事業の取組状況＇５億円（ 
      

  
○ 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設立。 
○ 全国で関係者の連携、物流効率化、フラワーコンテスト、花育活動等を実施。 
○ 花き振興法とともに国内花き産業の活性化を推進。 
 

３．国産花きの需要拡大 
２．国産花きの強みを活かす 
生産・供給体制の強化 

１．花き関係者の連携 

○技術交流会の開催 

 ・リレー出荷等、産地間連携を推進する
ため、他県産地の生産者等との技術
交流会を開催＇北海道、福岡県等（ 

○生産技術マニュアルの作成 

 ・他県産地とのリレー出荷を行うにあた
り、品質向上・均一化を図るため生産
技術マニュアルを作成＇北海道、長崎
県等（  

○園芸資材リサイクルシステムの検討・実証 

 ・使用済みプラ鉢、培養土のリサイクルシ
ステムの検討・実証＇新潟県、愛媛県（ 

 ・鉢物＇バラ（のリサイクルシステムの検討・
実証＇山口県（  

○物流効率化の検討・実証 

 ・統一規格の出荷箱の試作・試験利用の
検討・実証＇埼玉県、香川県、長崎県
等（  

○花文化と併せた国産花きの情報発信 

 ・フランスで行われる観光展において、
県産花きを使った「寄せ植え華道」作
品を展示・ＰＲ＇岐阜県（ 

  

○フラワーコンテスト、展示会等の開催 

 ・大型商業施設での花の祭典、アレンジ
コンテスト等の開催＇宮崎県（ 

 ・テーブルウェアフェスティバルでのテー
ブル装花の展示・ＰＲ＇東京都（  

○学校・福祉施設等での花育体験推進 

 ・花育活動を全国の小中学校、幼稚園・
保育園、福祉施設などで開催。  

○花き振興方策等の検討 

 ・県及び花き業界関係者が一体となった
協議会において、地域の花き振興策等
について検討＇４７都道府県（ 

○日持ち性向上対策の実証＇全国推進事業（ 
 ・切り花の日持ちを向上させるための採花 
  後の管理方法、出荷方法、日持ち保証 
  販売等の実証＇生産41産地、流通26社、 
  小売24社（を実施 

 ・切り花の日持ち試験で前処理剤、後処理剤
の使用の有無で顕著な差  
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○生産供給体制の検討 

 ・他県とリレー出荷を行うため、他県育成
品種の栽培マニュアルの作成＇北海道（  

○花きの効用の検証・普及 

 ・花と緑には「ストレス軽減効果」と人の
体調を最適な状態にする「調整効果」
があることが確認された 

  



          H27 国産花きイノベーション推進事業＇拡充（ 

○ 国産花きのシェア奪還と輸出拡大を図るため、花き業界関係者が一体となった生産・供給体制の強化と需要拡大に

向けた取組において、これまでの支援メニューに加え、産地と加工業者、市場関係者等の連携による花束等の加工
及び流通の高度化に向けた取組や花きの利用推進につながる新たな花文化を創出する全国的な取組等に対する支
援を拡充。 

１．花き関係者の連携への支援 

・花きの振興に関する法律に基づき農林水産省が策定する基本方
針に即した各都道府県における花き産業及び花き文化の振興に
関する計画＇振興計画（の検討に要する経費等を支援。 

２．国産花きの強みを活かす生産・供給体制の強化＇拡充（ 

・国産花きの強みを活かす生産供給体制の強化に向けて、産地と
加工業者、市場関係者等の連携による加工及び流通の高度化を
推進するため、①花束・ブーケ等の加工技術の向上、②コールド
チェーン等鮮度保持体制の構築等の取組に対する支援を拡充＇地
区推進事業のメニュー拡充（。 

 ○広域連携による花き加工流通の実証＇拡充（ 
  

 ・ 生産者、卸売会社、仲卸業者、加工業者、小売業者等からなる県域
を越えた協議会等による取組を推進。 

 ・ 流通の高度化や鮮度保持のため、生産から小売までの輸送や既存
施設のリース等による加工拠点の整備、小売店における資材や什器
類、ストッカー整備等低温化に要する経費を支援。 

 ・ 花束やプリザーブドフラワー等の加工技術の向上、低温化に要する
設備や、出荷用資材の開発等に要する経費を支援。 

３．国産花きの需要拡大＇拡充（ 

・国産花きの需要拡大に向けて、地域におけるフラ
ワーコンテストや花育活動等の取組に加え、全国
団体等が主体となった花きの利用増進につながる
新たな花文化を創出する取組等に対する支援を
拡充＇全国推進事業のメニュー拡充（。 

○くらしに花を取り入れる新需要の創出＇拡充（ 

  花き業界関係者と異業種＇食品、服飾、インテリア等（
との連携により、日常生活における花きの利用増進に
つながる、新たな花文化を創出するための検討、全国
的なプロモーション活動等を実施。 

新たに花を生活に
取り込む提案 

○生け花等伝統文化の継承のための支援＇拡
充（ 

  生け花文化の継承及び生け花用花材の確
保のため、生け花界及び生け花用花材の生
産、流通、小売関係者等によるネットワーク形
成等を推進。 

27年度予算額 

 ５３２＇26年度：５００（百万円 
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４．オリンピック・パラリンピックフラワー安定供給対策＇拡充（             

○ 2020年＇平成32年（オリンピック・パラリンピック東京大会が開催される夏は国産花きの出回りが減少する
ため、会場内外の緑化・装飾用に大量に使用される花と緑が不足しないよう、大会開催に向けて国産花き
を安定的に生産・供給できる体制を整備することが必要。 

○ また、大会では、海外からのお客様を花と緑でおもてなしをするとともに、今後の輸出を含む需要拡大に
資するため、日本らしい勝利の花束いわゆる‘ビクトリーブーケ’等を通じて、国産花きの素晴らしさを国内
外にアピールすることが必要。 

検討会の開催 

・国産花きの出回りが減少する夏の大会に向けて安定的に供給
するために必要な事項について、夏場の主産県、生産関係者、
流通関係者、試験研究機関等の花き業界関係者が一堂に会した
検討会の開催等の取組を支援する。 

＜検討の内容＞ 
・ 夏季出荷産地における生産状況の把握 
・ 活用が予定される品目の選定 
・ 各品目毎の必要量の推計や供給時期の想定 
・ ビクトリーブーケの大会会場までの輸送手法、保管技術 等 
 

＜具体的取組＞ 

・ 東京大会の実施に合わせた生産・出荷時期の調整、品質
保持の実証及び生産・管理マニュアルの作成 等 

＜具体的取組＞ 
○勝利の花束いわゆる‘ビクトリーブーケ’ 
・ 花きやビクトリーブーケの輸送手法、表彰式までの保管 
  技術及び贈呈方法などの取組を実証 

夏季の国産花きを安定的に生産・供給できる 
体制づくりを整備 

東京大会のシミュレーションを実施 

結果 
報告 

実証 

結果 
報告 

実証 

国内外への国産花きの魅力の発信による需要・輸出拡大、 
オリンピック・パラリンピック開催気運の醸成 

＜事業概要＞ 
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都市の景観維持に用いる花きについて、高温期の栽培を可能にする技術を開発し、 
成果を生産・利用マニュアルとして報告 

オリンピック開催時期は7/24～9/6  

夏花・生産利用マニュアル 

盛夏期の都市花壇植栽に関する 
知見は、ほとんどない 

②暑熱対策技術開発 

夏季高温期に対応できる苗物花きの生産と 

景観維持技術の開発 

六本木ヒルズ植栽 

サンシャインシティ植栽 

都市花壇植栽では高温・乾燥・ 
低日照が問題？ 

③現地実証による実用性評価 

①夏季高温期の活着・生育不良要因の解明 

H27 国産花きの国際競争力強化のための技術開発のうち 
   不良温度条件下での安定生産を可能とする技術開発研究 
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ご清聴ありがとうございました 

お問い合わせ先： 
 生産局 花き産業・施設園芸振興室（０３－６７３８－６１６２） 


