
主要農産物種子法廃止法施行後の措置に関するアンケート(2)

行政 2017年度 2018年度 コメント 2017年度 2018年度 コメント

1 北海道 北海道 北海道

○水稲（20）
・うるち（16）ほしまる、ゆきひかり、ほしのゆめ、ななつぼし、きらら397、あやひめ、吟風、
彗星、きたしずく、大地の星、おぼろづき、ゆめぴりか、そらゆき、きたくりん、ふっくりんこ、
そらゆたか

・もち（4）
　きたふくもち、はくちょうもち、きたゆきもち、風の子もち

○小麦（9）
・春播
　ハルユタカ、春よ恋、はるきらり
・秋播
　きたもえ、きたほなみ、きたさちほ、キタノカオリ、ゆめちから、つるきち

○大麦（二条大麦（ビール醸造用））（2）
　りょうふう、札育2号

○大豆（19）
　ユキシズカ、トヨコマチ、ユキホマレ、ハヤヒカリ、スズマル、トヨホマレ、トヨムスメ、トヨ
ハルカ、ツルムスメ、キタムスメ、音更大袖、大袖の舞、いわいくろ、スズマルR、ゆめのつる、
ゆきぴりか、タマフクラ、ユキホマレR、とよみづき

○水稲（21）
・うるち（17）
　ほしまる、ゆきひかり、ほしのゆめ、
ななつぼし、きらら397、あやひめ、吟
風、彗星、きたしずく、大地の星、おぼ
ろづき、ゆめぴりか、そらゆき、きたく
りん、ふっくりんこ、そらゆたか、上育
471号

・もち（4）
　きたふくもち、はくちょうもち、きた
ゆきもち、風の子もち

○小麦（7）
・春播
　ハルユタカ、春よ恋、はるきらり
・秋播
　きたほなみ、キタノカオリ、ゆめちか
ら、つるきち

○大麦（二条大麦（ビール醸造用））
　りょうふう、札育2号

○大豆（20）
　ユキシズカ、トヨコマチ、ユキホマ
レ、ハヤヒカリ、スズマル、トヨホマ
レ、トヨムスメ、トヨハルカ、ツルムス
メ、キタムスメ、音更大袖、大袖の舞、
いわいくろ、スズマルR、ゆめのつる、
ゆきぴりか、タマフクラ、ユキホマレ
R、とよみづき、十育258号

2 青森県
原種・原原種生産：地独
青森県産業技術センター
指導等事務：農産園芸課

原種・原原種生産：地
独青森県産業技術セン
ター
指導等事務：農産園芸
課

青森県主要農産物奨励品種 青森県主要農産物奨励品種

3 岩手県
岩手県農業研究セン
ター
農業改良普及センター

2017年度、2018年度で
大きな変更なし。

ひとめぼれ、あきたこまち、金色の風、
銀河のしずく等 2017年度、2018年度で大きな変更

なし。

実施部署または機関 奨励品種名
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主要農産物種子法廃止法施行後の措置に関するアンケート(2)

行政 2017年度 2018年度 コメント 2017年度 2018年度 コメント

実施部署または機関 奨励品種名

4 宮城県
農林水産部農産園芸環境
課

農林水産部農産環境課

１水稲
基幹品種：やまのしずく（早生）、ひとめぼれ、ササニシキ、まなむすめ、だて正夢（中生）、み
やこがねもち（もち）、蔵の華（酒造好適米）(特殊用途米）
特定品種：ゆきむすび（低アミロース米）（早生）、トヨニシキ、げんきまる、東北194号、金の
いぶき(中生)、コシヒカリ、つや姫（晩生）、ヒメノモチ、こもちまる（もち）、たきたて（低ア
ミロース米）（特殊用途米）
２麦類
（１）小麦
基幹品種：シラネコムギ、夏黄金（中生）
特定品種：ゆきちから、あおばの恋（中生）
（２）大麦
基幹品種：シュンライ（早生）、ミノリムギ（中生）
特定品種：ホワイトファイバー（早生）
３大豆
基幹品種：タンレイ、あやこがね（中生）、ミヤギシロメ（晩生）
特定品種：すずほのか、タチナガハ、きぬさやか（中生）

5 秋田県 農林水産部 農林水産部
あきたこまち他15品種 あきたこまち他15品種

6 山形県 県産米ブランド推進課 県産米ブランド推進課
水稲20品種（つや姫等）
大豆6品種
小麦2品種

水稲20品種（つや姫等）
大豆6品種
小麦2品種
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主要農産物種子法廃止法施行後の措置に関するアンケート(2)

行政 2017年度 2018年度 コメント 2017年度 2018年度 コメント

実施部署または機関 奨励品種名

7 福島県
農業総合センター
農林事務所

農業総合センター
農林事務所

平成29年2月
１水稲
（１）うるち米
基幹品種：あきたこまち、五百万石（＊）、夢の香（＊）（中生の早）。ひとめぼれ、チヨニシキ
（中生）。天のつぶ、コシヒカリ（中生の晩）。
特定品種：まいひめ、たかねみのり、華吹雪（＊）（早生）。里山のつぶ、ふくひびき（多収性品
種）（中生の早）
（＊）…酒造好適米
（２）糯米
基幹品種：ヒメノモチ（中生の早）。こがねもち（中生の晩）。
特手品種：あぶくまもち（中生の早）
２六条大麦
特定品種：シュンライ（中生）
３小麦
基幹品種：きぬあずま（中生）。ゆきちから（中生の晩）。
特定品種：ふくあかり（早生）。
４大豆
基幹品種：あやこあがね（中生の中）。タチナガハ（中生の晩）。
特定品種：おおすず（早生）。ふくいぶき（中生の中）。里のほほえみ（中生の晩）

　

奨励品種の区分について
基幹品種：収量、病害虫抵抗性、
品質その他の栽培上の重要な特性
及び生産物の利用上の重要な特性
が優れており、広く普及が見込ま
れる品種。ただし、普及対象地域
の範囲または生産物の用途につい
て制限のある場合を妨げない。
（内容）。
原則として、採種ほの設置、又
は、他県への生産委託により供給
する。（種子の生産・供給）
特定品種：普及対象地域が限られ
るが、地域の特色ある生産振興や
農業経営安定のため、優れた栽培
特性や利用上の重要な特性を有す
る品種で、対象面積が「基幹品
種」に比べ小さいもの、又は、普
及に移行するにあたり、対象地域
や市場性の確認など必要な措置を
行うもの。（内容）
基幹品種に準ずる。又は、農業総
合センターによる原々種、原種の
生産による種子の供給、他県への
生産委託による供給あるいは、種
子の入手先等の情報提供など、種
子の安定的な確保の支援に努め
る。(種子の生産・供給)
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主要農産物種子法廃止法施行後の措置に関するアンケート(2)

行政 2017年度 2018年度 コメント 2017年度 2018年度 コメント

実施部署または機関 奨励品種名

8 茨城県
産地振興課
農業研究所
農林事務所等

産地振興課
農業研究所
農林事務所等

水稲　14品種
　内訳
　粳　12品種
　　奨励：チヨニシキ、コシヒカリ、ゆめひたち、ひたち錦
　　準奨励：あきたこまち、ふくまる
　　認定：美山錦、ミルキークイーン、日本晴、一番星、キヌヒカリ、ひとめぼれ
　糯　2品種
　　奨励：マンゲツモチ
　　認定：ココノエモチ

陸稲　2品種
　奨励：トヨハタモチ、ひたちはたもち

麦類　7品種
　内訳
　小麦　3品種
　　奨励：さとのそら
　　認定：きぬの波、ゆめかおり
　六条大麦　2品種
　　奨励：カシマムギ
　　準奨励：カシマゴール
　二条大麦　1品種
　　奨励：ミカモゴールデン
　はだか麦　1品種
　　認定：キラリモチ
　
大豆　4品種
　奨励：タチナガハ、納豆小粒
　準奨励：ハタユタカ
　認定：里のほほえみ

水稲　14品種
　内訳
　粳　12品種
　　奨励：チヨニシキ、コシヒカリ、ゆ
めひたち、ひたち錦
　　準奨励：あきたこまち、ふくまる
　　認定：美山錦、ミルキークイーン、
日本晴、一番星、キヌヒカリ、ひとめぼ
れ
　糯　2品種
　　奨励：マンゲツモチ
　　認定：ココノエモチ

陸稲　2品種
　奨励：トヨハタモチ、ひたちはたもち

麦類　7品種
　内訳
　小麦　3品種
　　奨励：さとのそら
　　認定：きぬの波、ゆめかおり
　六条大麦　2品種
　　奨励：カシマムギ
　　準奨励：カシマゴール
　二条大麦　1品種
　　奨励：ミカモゴールデン
　はだか麦　1品種
　　認定：キラリモチ
　
大豆　4品種
　奨励：タチナガハ、納豆小粒
　準奨励：ハタユタカ
　認定：里のほほえみ

品種名は「茨城県主要農産物一
覧」を参照願います。
H30年度も変更ありません。

9 栃木県 米麦改良協会、県 米麦改良協会、県

水稲：なすひかり、コシヒカリ、あさひの夢、とちぎ酒14、モチミノリ、きぬはなもち
陸稲：トヨハタモチ、ゆめのはたもち
麦類：サチホゴールデン、とちのいぶき、アスカゴールデン、ニューサチホゴールデン、イワイノ
ダイチ、タマイズミ、ゆめかおり、さとのそら、シュンライ
大豆：里のほほえみ

検討中

10 群馬県 農政部蚕糸園芸課 農政部蚕糸園芸課

米　コシヒカリ　あさひのゆめ
　　ゆめまつり等
麦　さとのそら　きぬの波等
大豆　オオツル等

米　コシヒカリ　あさひのゆめ
　　ゆめまつり等
麦　さとのそら　きぬの波等
大豆　オオツル等

11 埼玉県 県農林部 県農林部
水稲「彩のきずな」
水稲「彩のかがやき」
　　　　　　　　　ほか

水稲「彩のきずな」
水稲「彩のかがやき」
　　　　　　　　　ほか

12 千葉県 農林水産部生産振興課 農林水産部生産振興課

水陸稲
　ふさおとめ、ふさこがね、ひとめぼれ、コシヒカリ、ヒメノモチ、ふさのもち
　トヨハタモチ
麦類
　さとのそら
大豆
　タチナガハ、サチユタカ、フクユタカ

水陸稲
　ふさおとめ、ふさこがね、ひとめぼ
れ、コシヒカリ、ヒメノモチ、ふさのも
ち
　トヨハタモチ
麦類
　さとのそら
大豆
　タチナガハ、サチユタカ、フクユタカ
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主要農産物種子法廃止法施行後の措置に関するアンケート(2)

行政 2017年度 2018年度 コメント 2017年度 2018年度 コメント

実施部署または機関 奨励品種名

13 東京都

14 神奈川県

神奈川県環境農政局農政
部農業振興課
神奈川県農業技術セン
ター

神奈川県環境農政局農
政部農業振興課
神奈川県農業技術セン
ター

2017年、2018年に決定した奨励品
種はありません。
神奈川県の奨励品種　水稲（キヌ
ヒカリ、はるみ、さとじまん、若
水、祭り晴、喜寿糯、マンゲツモ
チ）　陸稲（トヨハタモチ）　小
麦（さとのそら、ゆめかおり）
六条大麦（カシマゴール）

15 新潟県 県、県種子協会 県、指定種子生産団体
コシヒカリ、こしいぶき他 コシヒカリ、こしいぶき他 2018年度からは優良品種として取

扱。

16 富山県

県　農産食品課
農林水産総合技術セン
ター
農林振興センター

県　農産食品課
農林水産総合技術セン
ター
農林振興センター

コシヒカリ、てんたかく、てんこもり等15品種 コシヒカリ、てんたかく、てんこもり、
富富富等16品種

17 石川県

・農林総合研究センター
・農林総合事務所
・（一社）主要農作物種
子協会

・農林総合研究セン
ター
・農林総合事務所
・（一社）主要農作物
種子協会

H28（2016）年度以降変更なし H28（2016）年度以降変更なし

水稲（うるち）：石川43号、能登
ひかり、ほほほの穂、加賀ひか
り、コシヒカリ、日本晴、石川65
号
水稲（もち）：カグラモチ、白山
もち
小麦：ナンブコムギ
六条大麦：ファイバースノウ、ミ
ノリムギ、べんけいむぎ
大豆：里のほほえみ、エンレイ

18 福井県 農林水産部福井米戦略課
農林水産部福井米戦略
課

稲　14品種（うち準奨励2、認定1）
大麦　1品種
小麦　準奨励　1品種
大豆　3品種（うち準奨励１）

稲　14品種（うち準奨励2、認定1）
大麦　1品種
小麦　準奨励　1品種
大豆　3品種（うち準奨励１）

稲：ハナエチゼン、五百万石、お
くほまれ、イクヒカリ、コシヒカ
リ、キヌヒカリ、いちほまれ、あ
きさかり、日本晴、恵糯、タン
チョウモチ、ひとめぼれ、フクヒ
カリ、カグラモチ
大麦：ファイバースノー
小麦：福井県大3号
大豆：エンレイ、里のほほえみ、
あやこがね

19 山梨県

奨励品種試験、原々
種、原種生産⇒総合農
業技術センター
ほ場指定⇒花き農水産
課
審査⇒地域農務事務所
※2017年度まで

水稲（うるち）
推奨品種：ひとめぼれ、コシヒカリ、あさひの夢、農林二二号、ヒノヒカリ。
特定品種：コイヒメ、農林四八号、つや姫。
水稲（粳・酒米）
特定品種：夢山水、玉栄、ひとごこち、吟のさと。
水稲（もち）
推奨品種：ヒメノモチ、マンゲツモチ、こがねもち。
特定品種：朝紫
小麦　推奨品種：きぬの波。
大麦　推奨品種：ファイバースノウ。
大豆
推奨品種：あやこがね、ナカセンナリ、タマホマレ。

水稲（うるち）
推奨品種：ひとめぼれ、コシヒカリ、あ
さひの夢、農林二二号、ヒノヒカリ。
特定品種：コイヒメ、農林四八号、つや
姫。
水稲（粳・酒米）
特定品種：夢山水、玉栄、ひとごこち、
吟のさと。
水稲（もち）
推奨品種：ヒメノモチ、マンゲツモチ、
こがねもち。
特定品種：朝紫
小麦　推奨品種：きぬの波。
大麦　推奨品種：ファイバースノウ。
大豆
推奨品種：あやこがね、ナカセンナリ、
タマホマレ。

別紙のとおり
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主要農産物種子法廃止法施行後の措置に関するアンケート(2)

行政 2017年度 2018年度 コメント 2017年度 2018年度 コメント

実施部署または機関 奨励品種名

20 長野県 長野県農政部農業技術課
長野県農政部農業技術
課

水稲
うるち米
　主食用米
　　奨励：きらりん、ゆめしなの、あきたこまち、ひとめぼれ、コシヒカリ、風さやか。
　　認定：キヌヒカリ、天竜乙女。
　新規需要米等　認定：ふくおこし。
　酒米
　　奨励：美山錦、ひとごこち。
　　認定：しらかば錦、金紋錦、信交酒545号（山恵錦）※。
　　　※農林水産省による審査機関中であり、品種名は確定していない。
もち米
　奨励：カグヤモチ、オラガモチ、もちひかり、モリモリモチ。

麦
大麦
　奨励：ファイバースノウ、東山皮糯109号（ホワイトファイバー）※。
　※農林水産省による審査機関中であり、品種名は確定していない。
　認定：シュンライ。
小麦
　奨励：シラネコムギ。
　認定：ハナマンテン、しゅんよう、ユメセイキ、フウセツ、ゆめかおり、ゆめきらい。
大豆
　奨励：ギンレイ、すずほまれ。
　認定：あやこがね、すずろまん、ナカセンナリ、つぶほまれ。
小豆
　奨励：中納言
あわ
　奨励：しなのつぶ姫、あわ信濃2号。
きび
　奨励：黍信濃1号、きび信濃2号
そば
　奨励：しなの夏そば、蕎麦信濃1号。
　認定：信州大そば、開田早生、タチアカネ、長野S8号。

2017年度から変更なし

21 岐阜県 岐阜県農政部農産園芸課
岐阜県農政部農産園芸
課

（水稲うるち）ハシツモ岐阜SL、コシヒカリ、あさひの夢、ひとめぼれ、あきたこまち、ひだほま
れ、みのにしき、はなの舞い、つや姫（2017年度は準奨励）
（水稲もち）たかやまもち、モチミノリ、ココノエモチ
（小麦）イワイノダイチ、さとのそら、タマイズミ
（大麦）ミノリムギ、さやかぜ
（大豆）フクユタカ、タチナガハ、アキシロメ（2017年度は準奨励）

22 静岡県 農芸振興課 農芸振興課

（稲）
ひとめぼれ・なつしずか・五百万石・キヌヒカリ・コシヒカリ・きぬむすめ・あいちのかおり
SBL・にこまる・誉富士・峰の雪もち・するがもち・葵美人
（小麦）きぬあがり
（大豆）フクユタカ

2017年度と同じ

23 愛知県 農林水産部 農林水産部
あいちのかおりSBL、コシヒカリ等 あいちのひかりSBL、コシヒカリ等

24 三重県 農林水産部農産園芸課 農林水産部農産園芸課

水稲
うるち：あきたこまち、みえのえみ、コシヒカリ、キヌヒカリ、（特）どんとこい、三重23号、う
こん錦、みえのゆめ、
うるち（酒米）：神の穂、山田錦
もち：（特）恵糯、あゆみもち、（特）喜寿糯
麦類
小麦：あやひかり、ニシノカオリ、タマイズミ、さとのそら、（認）ユメシホウ、（認）タマイズ
ミＲ
大麦：ファイバースノウ
大豆
（特）オオツル、（特）タマホマレ、フクユタカ、（認）すずおとめ

水稲
　うるち：あきたこまち、みえのえみ、
コシヒカリ、キヌヒカリ、（特）どんと
こい、三重23号、うこん錦、みえのゆ
め、
　うるち（酒米）：神の穂、山田錦
　もち：（特）恵糯、あゆみもち、
（特）喜寿糯
麦類
　小麦：あやひかり、ニシノカオリ、タ
マイズミ、さとのそら、（認）ユメシホ
ウ、（認）タマイズミＲ
　大麦：ファイバースノウ
大豆
　（特）オオツル、（特）タマホマレ、
フクユタカ、（認）すずおとめ

県HP記載
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主要農産物種子法廃止法施行後の措置に関するアンケート(2)

行政 2017年度 2018年度 コメント 2017年度 2018年度 コメント

実施部署または機関 奨励品種名

25 滋賀県
農業技術振興センター
農業農村振興事務所

農業技術振興センター
農業農村振興事務所

＜水稲＞
みずかがみ、コシヒカリ、キヌヒカリ、レーフ65、ゆめおうみ、日本晴、秋の詩、玉栄、滋賀羽二
重糯、吟吹雪。
＜麦＞
農林61号、ふくさやか、シロガネコムギ
＜大豆＞
エンレイ、オオツル、ことゆたか、タマホマレ、フクユタカ

＜水稲＞
みずかがみ、コシヒカリ、キヌヒカリ、
レーフ65、ゆめおうみ、日本晴、秋の
詩、玉栄、滋賀羽二重糯、吟吹雪。
＜麦＞
農林61号、ふくさやか、シロガネコムギ
＜大豆＞
エンレイ、オオツル、ことゆたか、タマ
ホマレ、フクユタカ

2017年と2018年にかけて改廃なし

26 京都府 農林水産部農産課 農林水産部農産課

１奨励品種
（１）水稲
　ア　うるち
　　　コシヒカリ、キヌヒカリ、京の輝き、ヒノヒカリ、祝（酒造用）
　イ　もち
　　　新羽二重糯
（２）麦類
　　小麦
　　せときらら
（３）大豆
　　新丹波黒
（４）小豆
　　京都大納言
２認定品種
（１）水稲
　　うるち
　　祭り晴、五百万石（酒造用）
（２）麦類
　　二条大麦
　　サチホゴールデン
（３）大豆
　　オオツル

推奨品種
（１）水稲
　ア　うるち
　　　コシヒカリ、キヌヒカリ、京の輝
き、ヒノヒカリ、祝（酒造用）
　イ　もち
　　　新羽二重糯
（２）麦類
　　小麦
　　せときらら
（３）大豆
　　新丹波黒
（４）小豆
　　京都大納言
推奨品種
（１）水稲
　　うるち
　　祭り晴、五百万石（酒造用）
（２）麦類
　　二条大麦
　　サチホゴールデン
（３）大豆
　　オオツル

H30.4月から、奨励品種ではな
く、推奨品種に名称変更

27 大阪府
大阪府環境農林水産部農
政室推進課地産地消推進
G

大阪府環境農林水産部
農政室推進課地産地消
推進G

キヌヒカリ、祭り晴、きぬむすめ、アケボノ、コシヒカリ、日本晴、にこまる、モチミノリ キヌヒカリ、祭り晴、きぬむすめ、アケ
ボノ、コシヒカリ、日本晴、にこまる、
モチミノリ
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主要農産物種子法廃止法施行後の措置に関するアンケート(2)

行政 2017年度 2018年度 コメント 2017年度 2018年度 コメント

実施部署または機関 奨励品種名

28 兵庫県
①県立農林水産技術総合
センター
②農業改良普及センター

①県立農林水産技術総
合センター
②農業改良普及セン
ター

①奨励品種決定現地調
査ほの設置
②種子審査の実施

水稲
　基幹奨励品種　水稲うるち
　　　コシヒカリ、キヌヒカリ、ヒノヒカリ、きぬむすめ
　特定奨励品種
　　水稲うるち
　　　　どんとこい、五百万石（酒）、兵庫北錦（酒）、兵庫夢錦（酒）、山田錦（酒）
　　水稲もち
　　　　ヤマフクモチ、はりまもち
麦類
　基幹奨励品種　小麦
　　　　シロガネコムギ
　特定奨励品種
　　　小麦
　　　　せときらら
　　　六条大麦
　　　　シュンライ
　認定品種
　　　小麦
　　　　ふくほのか、ゆめちから
大豆
　基幹奨励品種
　　白大豆
　　　　サチユタカA1号
　認定品種
　　白大豆
　　　　夢さよう

水稲
　基幹奨励品種　水稲うるち
　　　コシヒカリ、キヌヒカリ、ヒノヒ
カリ、きぬむすめ
　特定奨励品種
　　水稲うるち
　　　　どんとこい、五百万石（酒）、
兵庫北錦（酒）、兵庫夢錦（酒）、山田
錦（酒）
　　水稲もち
　　　　ヤマフクモチ、はりまもち
麦類
　基幹奨励品種　小麦
　　　　シロガネコムギ
　特定奨励品種
　　　小麦
　　　　せときらら
　　　六条大麦
　　　　シュンライ
　認定品種
　　　小麦
　　　　ふくほのか、ゆめちから
大豆
　基幹奨励品種
　　白大豆
　　　　サチユタカA1号
　認定品種
　　白大豆
　　　　夢さよう

29 奈良県 農林水産振興課 農林水産振興課

水稲
　　キヌヒカリ、あきたこまち、ひとめぼれ、コシヒカリ、ヒノヒカリ、旭糯、ココノヘモチ。
小麦
　　ふくはるか
大豆
　　サチユタカ、あやみどり

水稲
　　キヌヒカリ、あきたこまち、ひとめ
ぼれ、コシヒカリ、ヒノヒカリ、旭糯、
ココノヘモチ。
小麦
　　ふくはるか
大豆
　　サチユタカ、あやみどり

2017年と2018年は同じです。

30 和歌山県 和歌山県農業試験場 和歌山県農業試験場

ハナチゼン、イクヒカリ、キヌヒカリ、コシヒカリ、つや姫、ミネアサヒ、きぬむすめ、ヒノヒカ
リ、にこまる、モチミノリ

ハナチゼン、イクヒカリ、キヌヒカリ、
コシヒカリ、つや姫、ミネアサヒ、きぬ
むすめ、ヒノヒカリ、にこまる、モチミ
ノリ

31 鳥取県
農業試験場
生産振興課

農業試験場
生産振興課

コシヒカリ、ひとめぼれ、きぬむすめ、サチユタカ、しゅんれい等 コシヒカリ、ひとめぼれ、きぬむすめ、
サチユタカ、しゅんれい等

32 島根県

農業技術センター、中山
間地域研究センター、東
部農林振興センター及び
農産園芸課

農業技術センター、中
山間地域研究セン
ター、東部農林振興セ
ンター及び農産園芸課

ハナエチゼン、コシヒカリ、きぬむすめ、つや姫、ミコトモチ、ヒメノモチ、ココノエモチ
五百万石、神の舞、改良雄町、佐香錦
サチホゴールデン、サチユタカ、タマホマレ

ハナエチゼン、コシヒカリ、きぬむす
め、つや姫、ミコトモチ、ヒメノモチ、
ココノエモチ
五百万石、神の舞、改良雄町、佐香錦
サチホゴールデン、サチユタカ、タマホ
マレ

33 岡山県 農業研究所 農業研究所

コメント欄のとおり コメント欄のとおり
水稲：あきたこまち、コシヒカ
リ、きぬむすめ、ヒノヒカリ、朝
日、アケボノ、雄町、ココノエモ
チ、ヤシロモチ、ヒメノモチ
麦：ふくほのか、スカイゴールデ
ン、ミハルゴールド、イチバンボ
シ
大豆：タマホマレ、トヨシロメ、
サチユタカ
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主要農産物種子法廃止法施行後の措置に関するアンケート(2)

行政 2017年度 2018年度 コメント 2017年度 2018年度 コメント

実施部署または機関 奨励品種名

34 広島県
農林水産局農業経営発展
課

農林水産局農業経営発
展課

水稲（16品種）
　あきたこまち、広島21号、ひとめぼれ、コシヒカリ、改良雄町、千本錦、あきさかり、中生新千
本、あきろまん、ヒノヒカリ、八反35号、八反錦1号、恋の予感、こいおまち、ヒメモモチ、ココ
ノヘモチ
麦（3品種）
　キヌヒメ、ミナミノカオリ、さやかぜ
大豆（2品種）
　サチユタカ、あきまろ

水稲（16品種）
　あきたこまち、広島21号、ひとめぼ
れ、コシヒカリ、改良雄町、千本錦、あ
きさかり、中生新千本、あきろまん、ヒ
ノヒカリ、八反35号、八反錦1号、恋の
予感、こいおまち、ヒメモモチ、ココノ
ヘモチ
麦（3品種）
　キヌヒメ、ミナミノカオリ、さやかぜ
大豆（2品種）
　サチユタカ、あきまろ

35 山口県

水稲：ひとめぼれ、コシヒカリ、晴るる、日本晴、きぬむすめ、中生新千本、ヒノヒカリ、ミヤタ
マモチ
麦類：ふくさやか、ニシノカオリ、せときらら、トヨノカゼ、アカサゴールド、サチホゴールデン
大豆：サチユタカ

水稲：ひとめぼれ、コシヒカリ、晴る
る、日本晴、きぬむすめ、中生新千本、
恋の予感、ヒノヒカリ、ミヤタマモチ
麦類：ふくさやか、せときらら、トヨノ
カゼ、サチホゴールデン
大豆：サチユタカ

36 徳島県
徳島県立農林水産総合技
術支援センター経営推進
課

徳島県立農林水産総合
技術支援センター経営
推進課

ハナエチゼン、あきたこまち、コシヒカリ、あわみのり、キヌヒカリ、日本晴、あきさかり、ヒノ
ヒカリ、モチミノリ

ハナエチゼン、あきたこまち、コシヒカ
リ、あわみのり、キヌヒカリ、日本晴、
あきさかり、ヒノヒカリ、モチミノリ

37 香川県
香川県　農業生産流通課
香川県　農業試験場

香川県　農業生産流通
課
香川県　農業試験場

水稲：コシヒカリ、はえぬき、オオセト、ヒノヒカリ、おいでまい、あきげしき、モチミノリ、ク
レナイモチ
麦：さぬきの夢2000、さぬきの夢2009、イチバンボシ
大豆：フクユタカ

水稲：コシヒカリ、はえぬき、オオセ
ト、ヒノヒカリ、おいでまい、あきげし
き、モチミノリ、クレナイモチ
麦：さぬきの夢2000、さぬきの夢2009、
イチバンボシ
大豆：フクユタカ

38 愛媛県 県、愛媛県米麦振興会 県、愛媛県米麦振興会

水稲：コシヒカリ、あきたこまち、松山三井、こいごころ、ヒノヒカリ、愛のゆめ、にこまる、モ
チミノリ、クレナイモチ
麦類：チクゴイズミ、ハルヒメボシ、マンネンボシ、ヒノデハダカ
大豆：タマホマレ、フクユタカ、丹波黒

水稲：コシヒカリ、あきたこまち、松山
三井、こいごころ、ヒノヒカリ、愛のゆ
め、にこまる、モチミノリ、クレナイモ
チ
麦類：チクゴイズミ、ハルヒメボシ、マ
ンネンボシ、ヒノデハダカ
大豆：タマホマレ、フクユタカ、丹波黒

39 高知県
農業振興部環境農業推進
課

農業振興部環境農業推
進課

コシヒカリ、ヒノヒカリ、南国そだち、ナツヒカリ、にこまる、あきたこまち、ヒデコモチ、吟の
夢等

コシヒカリ、ヒノヒカリ、南国そだち、
よき恋美人、にこまる、黄金錦、ヒデコ
モチ、吟の夢等

40 福岡県
福岡県農林水産部水田農
業振興課

福岡県農林水産部水田
農業振興課

水稲：ヒノヒカリ他　10品種
麦：チクゴイズミ他　11品種
大豆：フクユタカ他　1品種

水稲：ヒノヒカリ他　10品種
麦：チクゴイズミ他　11品種
大豆：フクユタカ他　1品種

奨励品種（準奨励品種含む）
水稲：コシヒカリ、夢つくし、つ
くしろまん、元気つくし、ヒノヒ
カリ、つやおとめ、ツクシホマ
レ、実りつくし、夢一献、山田
錦、ヒヨクモチ
小麦：シロガネコムギ、チクゴイ
ズミ、ニシホナミ、ミナミノカオ
リ、ちくしＷ2号
二条大麦：ほうしゅん、しゅんれ
い、はるみやび、ニシノホシ、は
るしずく、はるか二条
はだか麦：イチバンボシ
大豆：フクユタカ、ちくしB5号
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主要農産物種子法廃止法施行後の措置に関するアンケート(2)

行政 2017年度 2018年度 コメント 2017年度 2018年度 コメント

実施部署または機関 奨励品種名

41 佐賀県
農産課
農業試験研究センター
農業改良普及センター

農産課
農業試験研究センター
農業改良普及センター

水稲：コシヒカリ、西海134号、夢しずく、さがの華、ヒノヒカリ、たんぼの夢、さがびより、レ
イホウ、天使の詩、ヒデコモチ、ヒヨクモチ
麦類：シロガネコムギ、チクゴイズミ、ニシノカオリ、ニシノチカラ、ニシノホシ、サチホゴール
デン、ニシノゴールド、ミハルゴールド、あまぎ二条、イチバンボシ
大豆：フクユタカ、むらゆたか

水稲：コシヒカリ、西海134号、夢しず
く、さがの華、ヒノヒカリ、たんぼの
夢、さがびより、レイホウ、天使の詩、
ヒデコモチ、ヒヨクモチ
麦類：シロガネコムギ、チクゴイズミ、
ニシノカオリ、ニシノチカラ、ニシノホ
シ、サチホゴールデン、ニシノゴール
ド、ミハルゴールド、あまぎ二条、イチ
バンボシ
大豆：フクユタカ、むらゆたか

42 長崎県 長崎県 長崎県

ヒノヒカリ、コシヒカリ等
チクゴイズミ、はるか二条等
フクユタカ

ヒノヒカリ、コシヒカリ等
チクゴイズミ、はるか二条等
フクユタカ

43 熊本県

○熊本県農林水産部生産
経営局農産園芸課
○熊本県主要農作物改良
協会

○熊本県農林水産部生
産経営局農産園芸課
○熊本県主要農作物改
良協会

水稲
　うるち
　　奨励：こしひかり、キヌヒカリ、あきげしき、ヒノヒカリ、森のくまさん、くまさんの力、く
まさんの輝き、あきまさり
　　認定：わさもん、いただき、山田錦（酒米）、華錦（酒米）、ミズホチカラ（米粉用）、北陸
193号（米粉用）
　もち
　　奨励：ヒヨクモチ
　　認定：峰の雪もち
麦類
　小麦
　　奨励：シロガネコムギ、チクゴイズミ
　　認定：ニシノカオリ、ミナミのカオリ
　大麦
　　奨励：ニシノホシ、はるしずく
　裸麦
　　認定：イチバンボシ
大豆類
　　奨励：フクユタカ
　　認定：すずおとめ、すずかれん

水稲
　うるち
　　奨励：こしひかり、キヌヒカリ、あ
きげしき、ヒノヒカリ、森のくまさん、
くまさんの力、くまさんの輝き、あきま
さり
　　認定：わさもん、いただき、山田錦
（酒米）、華錦（酒米）、ミズホチカラ
（米粉用）、北陸193号（米粉用）、や
まだわら
　もち
　　奨励：ヒヨクモチ
　　認定：峰の雪もち
麦類
　小麦
　　奨励：シロガネコムギ、チクゴイズ
ミ
　　認定：ニシノカオリ、ミナミのカオ
リ
　大麦
　　奨励：ニシノホシ、はるしずく
　裸麦
　　認定：イチバンボシ
大豆類
　　奨励：フクユタカ
　　認定：すずおとめ、すずかれん

水稲　17品種
麦類　7品種
大豆　3品種

※別添資料は、平成30年3月末日
でありましたので、採用年がＨ３
０である「やまだわら（水稲、う
るち）」を2017年から除いてあり
ます。

44 大分県

コシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ
チクゴイズミ、ニシノカオリ、農林61号、トヨノカゼ、ニシノホシ
フクユタカ

コシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ
チクゴイズミ、ニシノカオリ、農林61
号、トヨノカゼ、ニシノホシ
フクユタカ

45 宮崎県 農産園芸課 農産園芸課

コシヒカリ、夏の笑み、きらり宮崎、ヒノヒカリ、まいひかり、おてんとそだち、黄金錦、み系
358、クスタマモチ

コシヒカリ、夏の笑み、きらり宮崎、ヒ
ノヒカリ、まいひかり、おてんとそだ
ち、黄金錦、み系358、クスタマモチ

46 鹿児島県
鹿児島県農政部農産園芸
課

鹿児島県農政部農産園
芸課

①水稲：コシヒカリ、イクヒカリ、ヒノヒカリ、あきほなみ、はなさつま、あきのそら、峰の雪も
ち、さつま雪もち、さつま絹もち
②麦類：はるか二条、ニシノホシ
③大豆：フクユタカ

①水稲：コシヒカリ、イクヒカリ、ヒノ
ヒカリ、あきほなみ、はなさつま、あき
のそら、峰の雪もち、さつま雪もち、さ
つま絹もち
②麦類：はるか二条、ニシノホシ
③大豆：フクユタカ

47 沖縄県 農林水産部糖業農産課 農林水産部糖業農産課
水稲：ひとめぼれ、ちゅらひかり、ミルキーサマー、ゆがふもち 水稲：ひとめぼれ、ちゅらひかり、ミル

キーサマー、ゆがふもち
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