
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(1)

行政 担当 連絡先 2017年度 2018年度 コメント 2017年度 2018年度 コメント

1 北海道 農政部農産振興課主査（豆麦類）
011-204-5434

道費
原種売払収入
寄付金

道費
原種売払収入
寄付金

156,563,000 156,430,000

2 青森県 農林水産部農産園芸課　稲作振興グループ 017-734-9480
県単（地方交付税交付
金を含む）

県単（地方交付税交付
金を含む） 未回答 未回答

前年度並みを予定

3 岩手県 農林水産部農産園芸課 019－629-5708
県単独 2017、2018年度で大き

な変更なし。 前年度並
2017年度、2018年度で大
きな変更なし。

4 宮城県 農林水産部農産環境課農産食糧班

022－211－
2841（TEL）
022－211-2849
（FAX）

一般財源 一般財源

25,570,000 26,001,000

奨励品種決定試験を除く
予算額

5 秋田県 農林水産部水田総合利用課 018－860-1786 県費 県費 55,000,000 62,000,000
6 山形県 県産米ブランド推進課　生産振興 県単 県単 14,407,000 14,286,000

7 福島県 農林水産部水田畑作課 024－521-7360

一般財源と財産収入 一般財源と財産収入 財産収入は原種の販売
で得た財源のこと 9,240,000 12,034,000

内訳は奨決品種の決定、
原種の生産、採種ほの指
導等に要する経費

8 茨城県 農林水産部産地振興課 029-301-3926 県単 県単 92,730,000 126,515,000 機械整備事業を含む
9 栃木県 農政部生産振興課 028-623-2326 県単補助金 県単補助金
10 群馬県 農政部蚕糸園芸課 027-226-3128 非公開 非公開
11 埼玉県 農林部生産振興課 048-830-4145 県単 県単 1,390,000 2,363,000
12 千葉県 農林水産部生産振興課 043-223-2883 千葉県 千葉県 11,368,000 12,651,000

13 東京都 産業労働局農林水産部農業振興課園芸緑化 03-5320-4832

都は数年前に種子生産
より撤退しておりま
す。

14 神奈川県 環境農政局農政部農業振興課生産振興グループ
045-210-1111
（内線4428）

県の一般財源 県の一般財源
480,000 491,000

15 新潟県 農林水産部農産園芸課 025-285-5511 県 県 34,951,000 34,701,000

16 富山県 農産食品課 076-431-4111

平成30年4月1日に主要
農作物種子法を廃止す
る法律が施行されたと
ころですが、本県で
は、国の通知等に基づ
き、事務的な準備を進
め、引き続き、これま
でどおり原種・原々種
生産及び奨励品種の選
定とともに、優良な種
子の生産等の普及を推
進していくこととして
おりますので、ご承知
おきいただければ幸い
です。

17 石川県 農林水産部生産流通課 076-225-1621 一般財源（県） 一般財源（県） － － 非公開
18 福井県 農林水産部福井米戦略課 0776-20-0429 有 有 － －

19 山梨県 農政部花き農水産課農産食糧担当 055-223-1610

兼事業として実施

3,818,000 3,850,000

奨励品種試験、原々種、
原種生産に要する経費。
審査業務は一般財源

20 長野県 農政部農業技術課
026-235-7221
（直通）

一般 一般
13,419,000 13,553,000

21 岐阜県 農政部農産園芸課米麦大豆係 058-272-8439 一般財源（県単） 一般財源（県単） 採種管理事業費 5,959,000 5,897,000
22 静岡県 経済産業部農業局農芸振興課 054-221-3249 米麦生産改善対策事業 米麦生産改善対策事業 980,000 980,000

23 愛知県 農林水産部園芸農産課 052-954-6420
県費など 県費など

15,470,000 12,477,000
主要農産物振興指導事業
の一部、原種生産事業

予算の財源 予算額（円）
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予算の財源 予算額（円）

24 三重県 農林水産部農産園芸課 059-224-2547
三重の水田農業構造改
革総合対策事業

三重の水田農業構造改
革総合対策事業 2,956,000 （123,005,000）2,537,000 （116,982,000）

県HP記載
※県費（事業費）

25 滋賀県 農政水産部農業経営課 077-528-3993

一般財源 一般財源

11,524,000 13,795,000

優良種子生産対策事業、
主要農作物原原種・原種
採種事業費

26 京都府 農林水産部農産課 075-414-4957
27 大阪府 環境農林水産部農政室 06-6210-9590 府単費 府単費 288,000 288,000
28 兵庫県 農政環境部農林水産局農産園芸課 078-362-3494 採種管理事業（県費） 採種管理事業（県費） 920,000 874,000
29 奈良県 農林部農業水産振興課果樹農産係 0742-27-7443 一般財源 一般財源 342,000 342,000
30 和歌山県 農林水産部農業生産局果樹園芸課 073-441-2904 県費 県費 2,877,000 2,827,000
31 鳥取県 農林水産部生産振興課 0857-26-7283 県 県 一般財源 3,577,000 11,194,000 機械導入に伴う増額

32 島根県 農林水産部農産園芸課 0852-22-5109

一般財源 一般財源 県は2018年度において
も、これまでと同様の
取組みが続けられるよ
う予算措置しておりま
す。なお、種子生産に
かかる予算は、他の取
組みとともに実施する
こととしており、明確
に区分することができ
ません。

2017年度と同じ程度

県は2018年度において
も、これまでと同様の取
組みが続けられるよう予
算措置しております。な
お、種子生産にかかる予
算は、他の取組みととも
に実施することとしてお
り、明確に区分すること
ができません。

33 岡山県 農林水産部農産課 086-226-7424 一般財源 一般財源 3,235,000 3,232,000
34 広島県 農林水産局農業経営発展課 082-513-3550 一般財源 一般財源 19,120,000 19,118,000

35 山口県 農林水産部農業振興課農産班 083-922-3111

原種生産、種子審査等に
係る活動経費等は措置済
み

36 徳島県 農林水産部経営推進課水田営農対策担当 088-621-2430 県単 県単 299,000 299,000 原原種、原種生産等

37 香川県 農政水産部農業生産流通課 087-832-3418

県単独予算

6,989,000 8,551,000

ほ場審査・指導の経費及
び農業試験場での原種・
原原種の生産経費
2018年度の増は、農業試
験場での備品の修繕及び
購入費の増によるもの

38 愛媛県 農林水産部農産園芸課 089-912-2568 県一般財源、財売 県一般財源、財売 2,158,000 2,158,000
39 高知県 農業振興部環境農業推進課 088-821-453 一般財源、財収 一般財源、財収 財収は原種販売等 2,421,000 2,508,000 各年財収は1,795,000円

40 福岡県 農政水産部水田農業振興課農産進行係 092-643-3472
主要農作物品質改善対
策費

主要農作物品質改善対
策費

県費で措置
8,017,000 8,580,000

41 佐賀県 農林水産部農産課 0952-25-7117 一般会計 一般会計 5,775,000 5,775,000
42 長崎県 農林部農産園芸課 095-895-2943 一般財源 一般財源 3,713,000 3,722,000
43 熊本県 農林水産部生産経営局農産園芸課 096-333-2389 県予算 県予算 5,000,000 5,000,000
44 大分県 農林水産部農地活用・集落営農課集落営農班 097-506-3596 県 県

45 宮崎県 農政水産部農産園芸課 0985-26-7136
優良種子生産管理等事
業

優良種子生産管理等事
業 1,690,000 1,690,000

46 鹿児島県 農政部農産園芸課 099-286-3197 一般 一般 1,662,000 1,662,000
47 沖縄県 農林水産部糖業農産課 098-866-2275 一般財源 一般財源 411,000 390,000
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