
2019年度都道府県種子法廃止後の措置に関するアンケート集計（2）

行政 2018年度 2019年度 コメント 2018年度 2019年度 コメント 2018年度 2019年度 コメント

北海道 156,430,000 160,064,000
委託料、旅費、需用費、補
助金、報酬、使用料、役務
費

北海道 北海道

水稲・うるち；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；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・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、礼育2号　　大豆；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

水稲・うるち；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、えみまる（上育471号）　・もち；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・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、礼育2号　　大豆；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、
とよまどか（十育258号）

青森県 未回答 未回答
種子法廃止前（平成29年
度）とほぼ同額の予定

原種・原原種生産：地方
独立行政法人青森県産
業技術センター、一般種
子生産；青森県農産物改
良協会
指導等事務：農産園芸課

原種・原原種生産：地方
独立青森県産業技術セ
ンター、一般種子生産；
青森県農産物改良協会
指導等事務：農産園芸課

稲・うるち；つがるロマン、まっしぐら、
晴天の霹靂、華吹雪（酒造好適米）、
華想い（酒造好適米）・もち；アネコモ
チ、あかりもち・麦；キタカミコムギ、ネ
バリゴシ・大豆；オクシロメ、ワセスズ
ナリ、スズカリ、おおすず

稲・うるち；つがるロマン、まっしぐら、
晴天の霹靂、華吹雪（酒造好適米）、
華想い（酒造好適米）・もち；アネコモ
チ、あかりもち・麦；キタカミコムギ、ネ
バリゴシ・大豆；オクシロメ、ワセスズ
ナリ、スズカリ、おおすず

岩手県 前年度並み 前年度並み
岩手県農業研究セン
ター、農業改良普及セン
ター

岩手県農業研究セン
ター、農業改良普及セン
ター

ひとめぼれ、あきたこまち、金色の
風、銀河のしずく等

ひとめぼれ、あきたこまち、金色の
風、銀河のしずく等

宮城県 25,570,000 25,121,000
人件費、資材費、作業委託
費、車務費等

農林水産部農産環境課 農政部みやぎ米推進課
組織改編による部課名
変更

水稲；やまのしずく、ゆきむすび、ひと
めぼれ、ササニシキ、まなむすめ、だ
て正夢、トヨニシキ、げんきまる、東北
194号、金のいぶき、コシヒカリ、つや
姫、みやこがねもち、ヒメノモチ、こもち
まる、蔵の華（酒造好適米）、たきたて
（低アミロース米）、　麦；シラネコム
ギ、夏黄金、ゆきちから、あおばの
恋、シュンライ、ホワイトファイバー、ミ
ノリムギ、　大豆；タンレイ、あやこが
ね、すずほのか、タチナガハ、きぬさ
やか、ミヤギシロメ

2018年度からの改廃については未定

秋田県 58,000,000 57,000,000 人件費、資材費、備品費等 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

山形県 14,286,000 14,726,000 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

予算額（円） 実施部署または機関 奨励品種名
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行政 2018年度 2019年度 コメント 2018年度 2019年度 コメント 2018年度 2019年度 コメント
予算額（円） 実施部署または機関 奨励品種名

福島県 12,034,000 12,209,000

内訳は奨励品種の決定、
原種の生産、採種ほの指
導等に要する人件費、資材
費、設備の維持費等

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

水稲；まいひめ、華吹雪、あきたこま
ち、五百万石、夢の香、里山のつぶ、
ふくひびき、ひとめぼれ、チヨニシキ、
天のつぶ、コシヒカリ、ヒメノモチ、あぶ
くまもち、こがねもち、シュンライ、　
麦；ふくあかり、きぬあずま、ゆきちか
ら、　大豆；おおすず、あやこがね、ふ
くいぶき、タチナガハ、里のほほえみ

水稲；まいひめ、華吹雪、あきたこま
ち、五百万石、夢の香、里山のつぶ、
ふくひびき、ひとめぼれ、チヨニシキ、
天のつぶ、コシヒカリ、ヒメノモチ、あぶ
くまもち、こがねもち、シュンライ、　
麦；ふくあかり、きぬあずま、ゆきちか
ら、　大豆；おおすず、あやこがね、ふ
くいぶき、タチナガハ、里のほほえみ

茨城県 126,497,000 119,731,000
原種生産に係る委託費、機
械整備事業費を含む

産地振興課、農業研究
所、農林事務所

産地振興課、農業研究
所、農林事務所

水稲14品種、陸稲2品種、麦類7品
種、大豆4品種

水稲；チヨニシキ、コシヒカリ、ゆめひ
たち、ひたち錦、あきたこまち、ふくま
る、ミルキークイーン、一番星、キヌヒ
カリ、ひとめぼれ、あさひの夢、マンゲ
ツモチ、ココノエモチ、　陸稲；トヨハタ
モチ、ひたちはたもち、　麦；さとのそ
ら、きぬの波、ゆめかおり、カシマム
ギ、カシマゴール、ミカモゴールデン、
キラリモチ、　大豆；里のほほえみ、納
豆小粒、ハタユタカ、　そば；常陸秋そ
ば

栃木県 未回答 未回答
公益社団法人栃木県米
麦改良協会、栃木県

公益社団法人栃木県米
麦改良協会、栃木県

なし なし

群馬県 非公開 農政部蚕糸園芸課 農政部蚕糸園芸課
米；コシヒカリ、あさひの夢、ゆめまつ
り等　麦；さとのそら、きぬの波等　大
豆；タチナガハ等

米；コシヒカリ、あさひの夢、ゆめまつ
り等　麦；さとのそら、きぬの波等　大
豆；タチナガハ等

埼玉県 2,363,000 2,203,000 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

千葉県 12,651,000 11,688,000 農林水産部生産振興課 農林水産部生産振興課

水稲；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；さとのそら、　大
豆；タチナガハ、サチユタカ、フクユタ
カ

水稲；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；さとのそら、　大
豆；タチナガハ、サチユタカ、フクユタ
カ

東京都 0 0 なし なし なし なし

神奈川県 491,000 491,000
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

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

未回答 未回答
2018，2019に設定した奨励品
種はありません

新潟県 34,701 34,721
賃金、旅費、資材費、補助
金等

県、指定種子生産団体 県、指定種子生産団体
コシヒカリ、こしいぶき、新之助他計25
品種

コシヒカリ、こしいぶき、新之助他計25
品種

条例化に伴い、2018年度か
ら「優良品種」として取り扱い

富山県 未回答 未回答
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、富
富富等16品種

コシヒカリ、てんたかく、てんこもり、富
富富等16品種
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行政 2018年度 2019年度 コメント 2018年度 2019年度 コメント 2018年度 2019年度 コメント
予算額（円） 実施部署または機関 奨励品種名

石川県 非公開 非公開
農林水産部生産流通
課、農林総合研究セン
ター農業試験場

農林水産部生産流通
課、農林総合研究セン
ター農業試験場

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；ファイパースノウ、ミノリム
ギ、べんけいむぎ　大豆；星のほほえ
み、エンレイ

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；ファイパースノウ、ミノリム
ギ　大豆；星のほほえみ、エンレイ

福井県 3,200,000 3,200,000
農林水産部、福井米戦
略課

農林水産部、福井米戦
略課

水稲奨励；ハナエチゼン、イクヒカリ、
コシヒカリ、いちほまれ、あきさかり、
日本晴、五百万石、さかほまれ、恵
糯、タンチョウモチ　準奨励；ひとめぼ
れ、フクヒカリ、キヌヒカリ、おくほまれ　
認定；カグラモチ　大麦；ファイバース
ノウ、はねうまもち　小麦　準奨励；福
井県大3号　大豆　奨励；エンレイ、星
のほほえみ　準奨励；あやこがね

水稲奨励；ハナエチゼン、イクヒカリ、
コシヒカリ、いちほまれ、あきさかり、
日本晴、五百万石、さかほまれ、恵
糯、タンチョウモチ　準奨励；ひとめぼ
れ、フクヒカリ、キヌヒカリ、おくほまれ　
認定；カグラモチ　大麦；ファイバース
ノウ、はねうまもち　小麦　準奨励；福
井県大3号　大豆　奨励；エンレイ、星
のほほえみ　準奨励；あやこがね

山梨県 3,850,000 3,850,000
山梨県総合農業技術セ
ンター

山梨県総合農業技術セ
ンター

奨励品種試験、原原種
及び原種生産

水稲；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、コイヒ
メ、五百川、農林四八号、つや姫、夢
山水、玉栄、ひとごこち、吟のさと、ヒ
メノモチ、マンゲツモチ、こがねもち、
朝紫、、　麦；きぬの波、ファイバース
ノウ、　大豆；あやこがね、ナカセンナ
リ、タマホマレ

水稲；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、コイヒ
メ、五百川、農林四八号、つや姫、夢
山水、玉栄、ひとごこち、吟のさと、ヒ
メノモチ、マンゲツモチ、こがねもち、
朝紫、、　麦；きぬの波、ファイバース
ノウ、　大豆；あやこがね、ナカセンナ
リ、タマホマレ

長野県 13,553,000 13,491,000

奨励品種の決定調査の実
施に係る経費、（一社）長野
県原種センターが行う種子
備蓄、需給調整、生産指導
等に係る経費及び人件費

県農政部農業技術課 県農政部農業技術課

水稲；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、キヌヒカリ、天竜乙女、ふくおこし、
しからば錦、美山錦、ひとごこち、金紋
錦、信交酒545号（山恵錦）、カグヤモ
チ、オラガモチ、もちひかり、モリモリ
モチ、　麦；ファイバースノウ、東山皮
糯109号（ホワイトファイバー）、シュン
ライ、ハナマンテン、シラネコムギ、
しゅんよう、ユメセイキ、フウセツ、ゆ
めかおり、ゆめきらり、　大豆；あやこ
がね、すずろまん、ギンレイ、ナカセン
ナリ、つぶほまれ、すずほまれ、　小
豆；中納言、　あわ；しなのつぶ姫、あ
わ信濃2号、　きび；黍信濃1号、きび
信濃2号、　そば；しなの夏そば、蕎麦
信濃1号、信濃大そば、開田早生、タ
チアカネ、長野S8号

水稲；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、キヌヒカリ、天竜乙女、ふくおこし、
しからば錦、美山錦、ひとごこち、金紋
錦、信交酒545号（山恵錦）、カグヤモ
チ、オラガモチ、もちひかり、モリモリ
モチ、　麦；ファイバースノウ、東山皮
糯109号（ホワイトファイバー）、シュン
ライ、ハナマンテン、シラネコムギ、
しゅんよう、ユメセイキ、フウセツ、ゆ
めかおり、ゆめきらり、　大豆；あやこ
がね、すずろまん、ギンレイ、ナカセン
ナリ、つぶほまれ、すずほまれ、　小
豆；中納言、　あわ；しなのつぶ姫、あ
わ信濃2号、　きび；黍信濃1号、きび
信濃2号、　そば；しなの夏そば、蕎麦
信濃1号、信濃大そば、開田早生、タ
チアカネ、長野S8号
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行政 2018年度 2019年度 コメント 2018年度 2019年度 コメント 2018年度 2019年度 コメント
予算額（円） 実施部署または機関 奨励品種名

岐阜県 5,897,000 7,940,000
人件費、賃金、旅費、備品
購入費等

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；ハツシモ岐阜SL、コシヒカ
リ、あきたこまち、ひとめぼれ、つや
姫、あさひの夢、みのにしき、はなの
舞い　水稲酒米；ひだほまれ　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、タマイズ
ミ、さとのそら　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

水稲うるち；ハツシモ岐阜SL、コシヒカ
リ、あきたこまち、ひとめぼれ、つや
姫、あきさかり、ほしじるし、あさひの
夢、みのにしき、はなの舞い　水稲酒
米；ひだほまれ　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、タマイズミ、さとのそら　
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

静岡県 980,000 980,000 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、　麦；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、きぬあかり、　大豆；フクユタ
カ

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、　麦；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、きぬあかり、　大豆；フクユタ
カ

愛知県 11,435,000 11,097,000
主要農作物信仰指導事業
の一部、原種生産事業

農林水産部 農業水産局
本年度から組織再編によ
り部局名が変更された

あいちのかおりSBL、コシヒカリ等 あいちのかおりSBL、コシヒカリ等

三重県 県HP記載 県HP記載 人件費、資材費等 農林水産部農産園芸課 農林水産部農産園芸課

水稲；あきたこまち、みえのえみ、三重
23号、コシヒカリ、キヌヒカリ、みえの
ゆめ、神の穂、山田錦、あゆみもち、　
麦；タマイズミ、ニシノカオリ、あやひか
り、ファイバースノウ、さとのそら、大
豆；ふくゆたか、すずおとめ

水稲；あきたこまち、みえのえみ、三重
23号、コシヒカリ、キヌヒカリ、みえの
ゆめ、神の穂、山田錦、あゆみもち、　
麦；タマイズミ、ニシノカオリ、あやひか
り、ファイバースノウ、さとのそら、大
豆；ふくゆたか、すずおとめ

滋賀県 13,795,000 14,993,000
需用費、旅費、役務費（品
種登録料）等

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、ゆめおうみ、日本晴、秋の詩、L-
765、玉栄、吟吹雪、滋賀羽二重橋　
麦；農林61号、シロガネコムギ、ふくさ
やか、びわほなみ、ファイバースノウ　
大豆；エンレイ、オオツル、タマホマ
レ、フクユタカ、ことゆたか、ことゆたか
A1号

水稲；みずかがみ、コシヒカリ、キヌヒ
カリ、ゆめおうみ、日本晴、秋の詩、L-
765、玉栄、吟吹雪、滋賀羽二重橋　
麦；農林61号、シロガネコムギ、ふくさ
やか、びわほなみ、ファイバースノウ　
大豆；エンレイ、オオツル、タマホマ
レ、フクユタカ、ことゆたか、ことゆたか
A1号

京都府 未回答 未回答 農林水産部農産課 農林水産部農産課

水稲；コシヒカリ、キヌヒカリ、京の輝
き、ヒノヒカリ、祝（酒造用）、[準推奨
品種]新羽二重糯、祭り晴、五百万石
（酒造用）　麦；せときらら、［準推奨品
種］二条大麦、サチホゴールデン　大
豆；新丹波黒、［準推奨品種］オオツル　
小豆；京都大納言

水稲；コシヒカリ、キヌヒカリ、京の輝
き、ヒノヒカリ、祝（酒造用）、[準推奨
品種]新羽二重糯、祭り晴、五百万石
（酒造用）　麦；せときらら、［準推奨品
種］二条大麦、サチホゴールデン　大
豆；新丹波黒、［準推奨品種］オオツル　
小豆；京都大納言

H30、4月から奨励品種では
なく、推奨品種に名称変更

大阪府 288,000 290,000
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、ヒノヒカリ、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、ヒノヒカリ、日本晴、にこまる、モ
チミノリ

府が決定する体制から種子
協会が府と研究所と連携して
決定する体制に移行する
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兵庫県 874,000 874,000
奨励品種決定現地調査ほ
の設置費用

農産園芸課 農産園芸課

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、どんとこい、五百
万石（酒）、兵庫北錦（酒）、山田錦
（酒）　水稲もち；ヤマフクモチ、はりま
もち　小麦；シロガネコムギ、せときら
ら、ふくほのか、ゆめちから　六条大
麦；シュンライ　白大豆；サチユタカA1
号、夢さよう

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、どんとこい、五百
万石（酒）、兵庫北錦（酒）、山田錦
（酒）　水稲もち；ヤマフクモチ、はりま
もち　小麦；シロガネコムギ、せときら
ら、ふくほのか、ゆめちから　六条大
麦；シュンライ　白大豆；サチユタカA1
号、夢さよう

奈良県 342,000 342,000

主要農作物生産改善対策
事業；342,000円　原原種生
産；農業研究開発センター
の経常経費で賄っている為
算出できない

奈良県農業水産振興課　
事業実施主体；奈良県米
麦改良協会

奈良県農業水産振興課　
事業実施主体；奈良県米
麦改良協会

病虫害種子・雑草種子混
入の無い県内産種子を
安定供給するため、奈良
県米麦改良協会へ事業
費を補助

水稲；ヒノヒカリ、ひとめぼれ、あきたこ
まち、コシヒカリ、ココノエモチ、旭糯、
露葉風　小麦；ふくはるか　大豆；サチ
ユタカ、あやみどり

水稲；ヒノヒカリ、ひとめぼれ、あきたこ
まち、コシヒカリ、ココノエモチ、旭糯、
露葉風　小麦；ふくはるか　大豆；サチ
ユタカ、サチユタカA1号、あやみどり

サチユタカA1号について平成
31年3月12日に県奨励品種と
して採用。今後、サチユタカ
からの全面切り替えを進める
ため、種子増殖を実施

和歌山県 2,827,000 2,827,000 和歌山県農業試験場 和歌山県農業試験場
ハナエチゼン、イクヒカリ、キヌヒカリ、
つや姫、ミネア花、きぬむすめ、ヒノヒ
カリ、にこまる、モチミノリ

ハナエチゼン、イクヒカリ、キヌヒカリ、
つや姫、ミネア花、きぬむすめ、ヒノヒ
カリ、にこまる、モチミノリ

鳥取県 11,194 5,983
2018は大豆コンバインを更
新したため予算増

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

島根県 2018年度と同程度

県は2019年度においても、
これまでと同様の取り組み
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
り組みと共に実施する事と
しており、的確に区分する
ことが出来ません

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、つや姫、き
ぬむすめ、ヒメノモチ、ココノエモチ、ミ
コトモチ、五百万石、神の舞、佐香錦、
改良雄町、農林61号、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、つや姫、き
ぬむすめ、ヒメノモチ、ココノエモチ、ミ
コトモチ、五百万石、神の舞、佐香錦、
改良雄町、農林61号、サチホゴール
デン、サチユタカ、タマホマレ

岡山県 3,232 3,229 農業研究所 農業研究所

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　麦類；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

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　麦類；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

広島県 19,118,000 20,273,000 資材等
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；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、八坂錦1号、恋
の予感、こいおまち、ヒメモモチ、ココ
ノエモチ　麦；キヌヒメ、ミナミノカオリ、
さやかぜ　大豆；サチユタカ、あきまろ

水稲；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、八坂錦1号、恋
の予感、こいおまち、ヒメモモチ、ココ
ノエモチ　麦；キヌヒメ、ミナミノカオリ、
さやかぜ　大豆；サチユタカ、あきまろ
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山口県 非公開 非公開
原種生産、種子審査等に
係る活動経費等は措置済
み

農業振興課 農業振興課

原種生産については県
農林総合技術センター、
種子ほ場審査等につい
ては出先普及組織等で
対応

水稲；コシヒカリ、晴るる、ひとめぼ
れ、日本晴、きぬむすめ、恋の予感、
中生新千本、ヒノヒカリ、ミヤタマモチ　
麦；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

水稲；コシヒカリ、晴るる、ひとめぼ
れ、日本晴、きぬむすめ、恋の予感、
中生新千本、ヒノヒカリ、ミヤタマモチ　
麦；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

徳島県 299,000

2018年度までの主な経費
は、資材等である。2019年
度は、種子生産地の強化
に向け、必要な予算の確保
を図ることとしている

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、
ヒノヒカリ、モチミノリ、あきさかり

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、
ヒノヒカリ、モチミノリ、あきさかり

香川県 8,551,000 6,172,000

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
は農業試験場での備品の
購入費修繕費が含まれて
おり、それを除くと2019年度
とほぼ同額）

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

愛媛県 2,158 2,175
県　愛媛県米麦振興協
会

県　愛媛県米麦振興協
会

水稲；コシヒカリ、あきたこまち、松山
三井、こいごころ、にこまる、ヒノヒカ
リ、愛のゆめ、モチミノリ、クレナイモチ　
麦類；チクゴイズミ、ヒノデハタカ、ハル
ヒメボシ、マンネンボシ

水稲；コシヒカリ、あきたこまち、松山
三井、こいごころ、にこまる、ヒノヒカ
リ、愛のゆめ、モチミノリ、クレナイモチ　
麦類；チクゴイズミ、ヒノデハタカ、ハル
ヒメボシ、マンネンボシ

高知県 2,508,000 2,346,000

事務費一賃金；1093，680
円、共済費14,218円、報償
費420,000円、旅費67,026
円、需用費（消耗品費
501,000円、燃料費77,500
円、修繕費108,000円）

農業振興部環境農業推
進課

農業振興部環境農業推
進課

南国そだち、よさ恋美人、土佐麗、コ
シヒカリ、吟の夢、アキツオ、ヒノヒカ
リ、にこまる黄金錦、さわかおり、ヒデ
ユモチ、サイワイモチ、たまひめもち

南国そだち、よさ恋美人、土佐麗、コ
シヒカリ、吟の夢、アキツオ、ヒノヒカ
リ、にこまる黄金錦、さわかおり、ヒデ
ユモチ、サイワイモチ、たまひめもち

福岡県 8,425,000 8,506,000 賃金、委託料、原材料費等
福岡圏農林水産部水田
農業振興課

福岡圏農林水産部水田
農業振興課

水稲；コシヒカリ、夢つくし、つくしろま
ん、元気づくし、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　麦類；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、ほうしゅん、しゅ
んれい、はるさやか、はるしずく、はる
か二条、イチバンボシ　大豆；フクユタ
カ、ちくしB5号

水稲；コシヒカリ、夢つくし、つくしろま
ん、元気づくし、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　麦類；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、ほうしゅん、しゅ
んれい、はるさやか、はるしずく、はる
か二条、イチバンボシ　大豆；フクユタ
カ、ちくしB5号
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佐賀県 5,775,000 5,775,000
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、ニシノゴールデン、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、山田
錦、つや姫、さがうらら、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、ミナミノカオリ、ニシノホシ、
サチホゴールデン、煌二条、はるか二
条、イチバンボシ　大豆；フクユタカ、
むらゆたか

長崎県 3,722,000 3,764,000 物件費、補助費等 長崎県 長崎県

米；コシヒカリ、つや姫、なつほのか、
おてんとそだち、ヒノヒカリ、にこまる　
麦；シロガネコムギ、チクゴイズミ、ミナ
ミノカオリ、長崎W2号、ニシノホシ、は
るか二条、イチバンボシ、御島裸、長
崎御島　大豆；フクユタカ

米；コシヒカリ、つや姫、なつほのか、
おてんとそだち、ヒノヒカリ、にこまる　
麦；シロガネコムギ、チクゴイズミ、ミナ
ミノカオリ、長崎W2号、ニシノホシ、は
るか二条、イチバンボシ、御島裸、長
崎御島　大豆；フクユタカ

熊本県 5,000,000 6,300,000

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；コシヒカリ、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、やまだわら、山
田錦、華錦、あきまさり、ミズホチカ
ラ、峰の雪もち、ヒヨクモチ　麦；シロガ
ネコムギ、チクゴイズミ、ミナミノカオ
リ、ニシノホシ、はるしずく、イチバンボ
シ　大豆；すずおとめ、フクユタカ

水稲；コシヒカリ、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、やまだわら、山
田錦、華錦、あきまさり、ミズホチカ
ラ、峰の雪もち、ヒヨクモチ　麦；シロガ
ネコムギ、チクゴイズミ、ミナミノカオ
リ、ニシノホシ、はるしずく、イチバンボ
シ　大豆；すずおとめ、フクユタカ

大分県 2,098,000 2,381,000
大分県農林水産部農地
活用・集落営農課

大分県農林水産部農地
活用・集落営農課

水稲；コシヒカリ、ひとめぼれ、つや
姫、ヒノヒカリ、にこまる、若水、山田
錦、ハクトモチ　麦；チクゴイズミ、ニシ
ノカオリ、ミナミノカオリ、農林61号、ト
ヨノカゼ、ニシノホシ、サチホゴールデ
ン　大豆；フクユタカ

水稲；コシヒカリ、ひとめぼれ、つや
姫、ヒノヒカリ、にこまる、若水、山田
錦、ハクトモチ　麦；チクゴイズミ、ニシ
ノカオリ、ミナミノカオリ、農林61号、ト
ヨノカゼ、ニシノホシ、サチホゴールデ
ン　大豆；フクユタカ

先には認定品種も含む

宮崎県 1,690,000 1,690,000 人件費、資材費、旅費等 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、クスタマモテ

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、クスタマモテ、宮崎
152号（予定）

鹿児島県 1,662,000 1,662,000 原種生産に係る委託料等
鹿児島県農政部農産園
芸課

鹿児島県農政部農産園
芸課

水稲；コシヒカリ、イクヒカリ、なつほの
か、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　麦類；はるか二
条、ニシノホシ　大豆；フクユタカ

水稲；コシヒカリ、イクヒカリ、なつほの
か、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　麦類；はるか二
条、ニシノホシ　大豆；フクユタカ

沖縄県 390,000 393,000 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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