第53回オランダミニ情報

メディア報道で振り返る オランダ園芸業界の様⼦

3⽉15⽇より始まったロックダウンによりオランダ花卉園芸界も重⼤な影響を受けました。
今回は、メデイアで報道されたオランダ園芸界の様⼦を紹介します。

● コロナ危機発⽣直後の様⼦（3⽉〜4⽉）
2020年3⽉15⽇に始まったロックダウンにより、オランダの花き園芸業界も重⼤な影響を受けました。
また、園芸関連のなかでも、輸出産業である花き業界への影響は⼤きく、その中でも⼀番被害が⼤
きかったのは切り花でした。

コロナ危機は果樹・野菜より花きに影響
（2020年5⽉8⽇ UWV 労働局）

欧州市場は75〜80％の需要減

ü コロナ危機は果樹や野菜業界には⼤きな影響はなかった。

（2020年4⽉6⽇ RTL Z 放送局）

ü ⼀⽅、花き業界は輸出産業であるため⼤きな影響を受けた。

ü 世界の花き類輸出の３分の１はオランダを経由

ü 特に切り花は、国内向けでも、パーティー、催し物も禁⽌され

ü オランダの年間取扱⾼ €70億（うち輸出は€62億）

たため、需要が減った。

ü 現在、欧州市場だけで75〜80％の需要減少となっている

ü 花き園芸業界の派遣労働社員への雇⽤影響が⼤きい。

【現在の状況が3ヶ⽉続く場合の業界ごとの損失予測】

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwvcoronacrisis-impact-sectoren.pdf

種苗︓€3億 ／ 切花︓€5億 ／ 鉢物︓€6億8500万
球根︓€3億4000万／ 樹⽊類︓€2億3000万

園芸関連輸出額の減少 切り花が最⼤

花き市場︓9000万ユーロ（合計€22億）

（2020年6⽉26⽇ CBS オランダ中央統計局）

https://www.rtlz.nl/z-zoektuit/artikel/5080401/waarom-siertelers-extrapijn-lijden-coronavirus-economie

ü 2020年4⽉の園芸関連の輸出は前年⽐11％減
【品⽬ごとの減少率)
切り花▼35％／鉢物、樹⽊、苗物、
球根▼18％／野菜▼1％
（園芸関連とは、種苗、温室⽤建設資材を含み、オラン
ダ総輸出額の4.7％、€245億となる）

３⽉の花き輸出額は前年⽐22％減
（2020年5⽉9⽇ CBS オランダ中央統計局）
ü 2020年３⽉の花き類の輸出額は22%減
（１⽉10％増、2⽉は3％増）

https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2020/26/daling-exporttuinbouwproducten-in-april-2020

【品⽬ごとの減少率】
切り花▼26％／球根▼25%／ 鉢物、樹⽊▼18%減
【仕向け国別の減少率】
イタリア▼61％／アメリカ、スイス▼33％／イギリス▼13％減
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/19/ruimkwart-minder-bloemenexport-in-maart

コロナの経済的影響は€41億2千に

（2020年6⽉17⽇ Union Fleurs）
ü ヨーロッパ花卉業界を代表する4組織（UNION
FLEURS、ENA、AREFLH、COPA-COGECA）がコロナ
危機の経済的影響を調査した所、EU全体で2020年3⽉
と4⽉で受けた影響は41億2000万ユーロに上りました。
https://unionﬂeurs.org/wpcontent/uploads/2020/06/PRESSRELEASE_EUs
urveyFPC0VID19_20200616_ig.pdf

花き業界への影響を伝える放送局（RTL Z放送局）
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● コロナ危機に対するオランダ政府の対応
オランダ政府の対応は早いものでした。罰則付き規制と補償がセットになってます。

25社が€2120万の融資を受ける

売上30%以上減の企業に対し融資を

（2020年5⽉7⽇ 中央政府（Rijksoverheid））

（2020年5⽉7⽇ Glastuinbouw Nederland オランダ温室園芸）

ü 4⽉28⽇までに25社の園芸会社が合計€2120万の融資
(BL-C中⼩企業コロナ農業融資)を受けた。
【内訳】
施設 野菜 栽培会社 3社(合計 €300万)
施設 切り花 栽培会社 14社(合計 €1080万)
施設 鉢物 栽培農家 6社(合計 €600万)
球根会社 2社 (合計 €140万）

ü 2020年3⽉12⽇から6⽉11⽇の期間、コロナ危機により売
上減が30％以上となった園芸会社は、売上⾼損失の70％
をオランダ企業庁（RVO）へ融資申請できる。
ü 実際の融資は欧州委員会の承認を受けた後になります
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/s
teunmaatregel-nog-niet-deﬁnitief-loket-rvo-alwel-open/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerst
ukken/2020/05/07/beantwoording-kamervragenover-2e-incidentele-suppletoire-begroting-lnvnoodpakket-banen-en-economie

NOW融資計画の実施へ

欧州委員会が緊急⽀援基⾦を承認

（2020年5⽉7⽇ Werkgeverslijn land- en tuinbouw）

ü 2020年4⽉6⽇にNOW融資計画が発表されて以来、
114,049社が申請、103,737社が融資を受けられること
になりました。
ü この内1300社が農業、造園、漁業関連会社からです。
ü オランダ農協はNOW融資計画は春に売上⾼が多い園芸、
農業関連会社には不向きであると農業⾃然⾷品省へ追加
⽀援策を求めています。

（2020年5⽉7⽇ カローラ・スハウテン農業⾃然⾷品省⼤⾂）

ü 農業⾃然⾷品省のカローラ・スハウテン⼤⾂は6億5千万ユーロ
の緊急⽀援基⾦が欧州委員会の承認を受けたので、園芸、
農業、漁業関連会社はオランダ企業庁（RVO）へ申請出来
ると衆議院へ書簡を送りました。
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/briev
en_regering/detail?id=2020Z08070&did=2020D1
7238

https://werkgeverslijn.nl/ruim-1-300bedrijven-in-landbouw-ontvangen-nowsubsidie/

● 移⺠労働者の問題
オランダ園芸業界はEU内低賃⾦国からの移⺠労働者
によって⽀えられています。⼀番多いのはポーランドから
の移⺠労働者ですが、⾃国の経済発展により、出稼ぎ
する必要がなくなり、ブルガリア 、ルーマニア、バルト諸国
からの移⺠労働者へ置き換わっています。コロナ危機に
より彼らの職場環境、住宅環境、移動⽅法の不備が
浮き彫りになっています。

移動バス内の「密」状態を伝える新聞（1Limburg 新聞）

移⺠労働者を乗せたバスに罰⾦

移⺠労働者の移動⾞両内が「密」状態に

ü 派遣会社 Cova が⼿配した移⺠労働者移動⽤バ

ü 衆議院議員 Jasper van Dijk（SP）は「移⺠労働者を詰め

(2020年4⽉7⽇

1Limburg 新聞)

(2020年5⽉7⽇ Algemeen Dagblad 新聞)

込んで移動している⾞両をウェストランド警察は取り締まっていな

スの乗客が 、互いに1.5m 距離をとる規則を守らな

い」と⾮難しました。社会雇⽤省の Koolmees ⼤⾂もこれを認

かった為、乗っていた乗客39名全てと運転⼿に各⾃

め、雇⽤主は移⺠労働者が 1.5m の距離を取れるようしなけれ

399ユーロの罰⾦が科せられた。派遣会社によれば2

ばならないと述べました。

台のバスの予定が1台しか準備できなかった為と弁明

https://www.ad.nl/westland/minister-erg-zorgelijk-datarbeidsmigranten-nog-dicht-op-elkaar-in-busjeszitten~a80f113e/?referrer=https://www.bpnieuws.nl/article
/9214883/schouten-25-sier-en-groententelers-kregen-alkrediet-en-personeel-genoeg/

しました。
https://www.1limburg.nl/propvolle-busbeboet-39-mensen-houden-geenafstand?context=section-1

2

第53回オランダミニ情報

● コロナ危機からの回復へ(5⽉以降の様⼦）
⼤打撃を与えたコロナ危機も、その回復は早く、バラなどはケニアからの輸送費の⾼騰よりオランダの栽
培者は恩恵を受けています。在宅セリ、花束オンラインショップ、切り花海上輸送がこれからも増えると
予想されます。また、コロナ危機を経験し、新たな動きも⾒られます。

花束のオンライン販売急増

切り花輸出のいち早い回復へ

ü コロナ危機で花卉園芸界は⼤きな打撃を受けたが、その

ü 3⽉中旬に閉鎖された主要な輸出先国の国境が数週間で再開

なかで唯⼀、花束のオンライン販売が急増。

→ 中国向け︓コロナ危機前の⽔準まで回復

【花束のオンライン販売の増加率】

→ ドイツ向け︓急速に回復

3⽉ 160％増／4⽉ 270％増／5⽉ 130％増

→ スイス、イタリア、フランス、スペイン向け︓やや遅い回復

ü これはロックダウン中、お互いの訪問を避ける代わりに花束
を送ったため。オンライン販売の利便性、⾼品質が評価さ

⻑距離輸送が困難に、輸⼊品にも影響

れれば、この傾向はコロナ危機後も続くと期待されている。

ü 航空便の⽋航が続いている為、運賃が⾼騰し⻑距離輸送が困
難に。これはケニアなどアフリカからの輸⼊品も同様の影響。
ü 卸売業者、ガーデンセンターでは80％まで、スーパーマーケット向け
は90％まで回復。

5⽉の輸出額、鉢物がプラスへ
【切り花・鉢物の輸出額（Floridataより）】
3⽉▼32%／4⽉▼38％
→ 5⽉（切花▼19%、鉢物＋7%）

オンラインの売上は４〜５倍に
ü オンラインでの売り上げは昨年度の4〜5倍に、ただし量的にはまだ
限られている

ü 仕向け国別ではイタリア（▼70％、▼€5億）が最も⼤き
な打撃を受けた。
ü 2021年後半まで続く景気後退は切り花市場に悪影響を

ü 催し物ががなくなった為、業務⽤切り花の価格は下落。

及ぼす可能性があると予測。

ü ⼀般消費者向け切り花、苗物の需要は増加、価格にも反映。

（上記すべて 2020年7⽉2⽇ ABN AMRO銀⾏）
https://insights.abnamro.nl/2020/07/sierteelt
-herstelt-zich-van-grote-klap/

海上輸送への期待の⾼まり
ü コロナ危機の影響で（航空便の⽋航が続いているため）切り花の
海上輸送の期待が⾼まっている。コロンビアやケニアから輸送に20
〜25⽇かかっても7⽇間の花持ち保証が可能となっている。
（上記すべて 2020年5⽉13⽇ PMA Virtual Town Hall）
https://www.pma.com/topics/emergencymanagement/town-hall-series

培養⼟の販売急増

（2020年6⽉30⽇ Financieel Dagblad 新聞）

ü コロナ危機が4⽉に収まり始め、在宅勤務が増えた結果、
ガーデンセンターの売り上げ、特に培養⼟の販売量が急増、
関係者はうれしい悲鳴を上げています。
https://fd.nl/ondernemen/1349460/vanaf-april-wasde-potgrond-nauwelijks-aan-teslepen?utm_medium=social&utm_source=app&utm
_campaign=SHR_ARTT_20200629&utm_content=o
ndernemen

再開に向け移⺠労働者のための
チャーター便の運航
（2020年5⽉6⽇ De Tijd 新聞）

ü ベルギーのチャーター便運⾏会社 Aviation Factory 社はオラン
ダ、フランデレンのイチゴ、アスパラガス栽培農家向けルーマニア移

労働者⼈材派遣会社の認証
(2020年6⽉3⽇

PayOK 財団)

ü PayOK財団は派遣労働者が正しい労働協約に従って

⺠労働者チャーター便を運⾏しする。375ユーロ、⼿荷物、栽培

賃⾦が⽀払われ、正しく分類、正しい⼿当を受け取り、

農家までのバス料⾦込。
https://www.tijd.be/ondernemen/consumentengoed
eren/aardbei-en-aspergetelers-boekenchartervluchten-voor-roemeenseseizoensarbeiders/10225293.html

許可されていない控除が⾏われていないかどうかを検査し、
認証を派遣会社へ与えます。
ü 経営者は従業員が派遣会社に雇⽤されている場合でも
正しい報酬を払うことに責任を持ちます。従って派遣会社

コロナ危機を経験し、派遣された労働者に正しく報酬
が⽀払われるよう新たな認証制度がスタート。

へPayOK認証を要求することができます。

https://www.pay-ok.nl
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国際園芸博覧会
「フロリア―ド2022」の開催について
10年に1度オランダで開催されている国際園芸博
覧会「フロリア―ド」、次回2022年の開催都市はア
ルメーレです。コロナの影響で開催が危ぶまれていま
したが開催されることとなりました。

現在までかかった経費が€3540万。中止する場
合は€200万～1100万、継続する場合は1600万
ユーロの追加経費がかかると予測されていた

中⽌・延期の場合は市の財政に悪影響

（2020年6⽉2⽇ Almere 市役所）
ü アルメーレ市委員会は市議会に「Floriade Expo 2022
調査結果」を送りました。委員会は「改変された形で
Floriade Expo 2022 を開催するのが最も⾚字額が少な

アルメーレ市議会、
フロリア―ドの開催を可決

（2020年6⽉19⽇

Floriade）

ü アルメーレ市議会は昨夜、国際園芸博覧会 Floriade

くて済む」と結論付けました。

2022 開催を可決しました。会期は2022年4⽉14⽇から10

ü ⾚字額は880万から2540万ユーロと予想されますが、中⽌

⽉9⽇まで開催されます。

または延期など他の⽅法では財政上の悪影響はさらに⼤きく

ü 予算の⼤幅超過、コロナ危機などでここ数ヶ⽉中⽌、延期も

なります。
ü 委員会はまた市議会に290万ユーロの追加予算、1,340万
ユーロのリスク準備⾦の承認を要請しました。
https://almere.notubiz.nl/document/8805927/1

含めて議論されていました。
https://floriade.com/nl/nieuws/floriade-expo-2022-inalmere-gaat-door/

フロリア―ド2020 開催都市 アルメーレについて
アルメーレ（Almere）は、フレヴォランド州と呼ばれるオランダ最⼤の
⼈⼯島に位置しています。アムステルダムの真東に位置し、海⾯下2
〜5メートルに位置しています。埋⽴地に最初の杭が沈められ、最初
の住⺠がこの新しい都市に定住したのはわずか40年前のことです。
現在、20万⼈以上の⼈々がこの街に住んでいますが、その数は今後
数⼗年で倍増すると予想されています。

現在は、コロナの感染者、死亡者、集中治療室占有数共に減少した為、オランダ政府は7⽉1⽇より規制の緩和を発表し
ました。ほとんどの経済活動が再開され、オランダ⼈が楽しみにしているバケーションもいくつかの国で可能となりました。

筆者プロフィール︓対⾺淳⼀
昭和55年に千葉⼤学園芸学部を卒業後、⻘年海外協⼒隊の隊員としてシリア国ド
ウマ農業 試験場に2年間滞在。帰国後⼤⼿種苗会社に⼊社、研究農場、オランダ
駐在、開発部など1 2年間勤務。
オランダ
に2回、合計で7年間駐在した後、アー ルスメール花市場にある切り花輸出会
社へ転職、⽇本向け輸出業務に8年間従事。
その後、⽇蘭の園芸交流をお⼿伝いする園芸事務所を⽴ち上げ、現在は園芸関係の
ガイド、 翻訳、通訳を⽣業としている。
ウェブサイト: www.tsushimaengei.nl

4

