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主要農作物種子法廃止法施行後の措置に関するアンケート結果（速報） 

2020年 6月２０日 

たねと食とひと＠フォーラム 

１．調査期間：2020年 4～5月 

２．調査方法：回答用紙（巻末参照）を送付し、ファックス等で回収 

３．回答数：47都道府県 

４．回答結果 

１）主要農作物（コメ・麦・大豆）の種子の生産普及に関する予算の財源 
 2019年度 2020年度 コメント 

北海道 道費、原種売払収入、寄付金 道費、原種売払収入、寄付金  

青森県 県単（地方交付税交付金を含） 同左  

岩手県  県単独  

宮城県 一般財源 一般財源  

秋田県 県単独 同左  

山形県 県単 同左  

福島県 一般財源、財産収入 一般財源、財産収入 
財産収入は原種の販

売で得た収入 

茨城県 県単 県単  

栃木県 県単 県単  

群馬県   非公開 

埼玉県 県単 県単  

千葉県 県 県  

東京都 なし なし  

神奈川県 県単 県単  

新潟県 県 同左  

富山県    

石川県 一般財源（県） 同左  

福井県 一般財源（県） 同左  

山梨県 一般 一般  

長野県 一般財源  一般財源  特定財源  

岐阜県 一般財源(県単) 同左  

静岡県 米麦等生産改善対策事業費 同左  

愛知県 一般及び特定 同左  

三重県 
三重の水田農業構造改革総合対

策事業費 
同左  

滋賀県 県費等 同左  

京都府    

大阪府 府単費 同左  

兵庫県 県費 同左  

奈良県 一般財源 同左  

和歌山県 県 同左  

鳥取県 県 同左 一般財源 

島根県 一般財源 同左  

岡山県 一般財源、販売収入 同左  

広島県 一般財源 同左  
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山口県 一般財源(県費) 同左  

徳島県 県単独 同左  

香川県 県単独予算 同左  

愛媛県 県一般財源 同左  

高知県 一般財源、財収 同左 財収は原種販売等 

福岡県 県費 同左  

佐賀県 一般会計 同左  

長崎県 一般財源 同左  

熊本県 県予算 同左  

大分県 一般財源 同左  

宮崎県 優良種子生産管理等事業 同左  

鹿児島県 一般 同左  

沖縄県 一般財源 一般財源 沖縄県単独の予算 

 

２）主要農作物（コメ・麦・大豆）の種子の生産普及に関する予算額 

＊2017～2020年度の予算額を比べたところ、大半の道府県でほぼ同規模の予算が確保されている。具

体額の回答がない青森・岩手・神奈川・島根も「ほぼ同額」とコメントしている。 

＊茨城県は減少傾向で、北海道・岐阜・滋賀・広島・福岡・熊本では増加傾向がみられる。 

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 備考 

北海道 156,563,000 156,430,000 160,064,000 164,104,000 

予算に含まれるもの：報酬、旅

費、需用費、役務費、委託料、使

用料、補助金 

青森県         
種子法廃止前（平成 29年

度）ほぼ同額の予定 

岩手県         
令和元年度と、令和 2年度で

大きな変更はありません 

宮城県 25,570,000 25,570,000 25,121,000 34,705,000 
人件費、資材費、作業委託費、

事務費等 

秋田県 55,000,000 58,000,000 57,010,000 56,099,000 人件費、資材費、備蓄日等 

山形県 14,407,000 14,286,000 14,726,000 12,752,000 

主要農作物等優良種子対策費

（人件費の別事業での計上に

伴う減） 

福島県 9,240,000 12,034,000 12,209,000 12,249,000 

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 

茨城県 92,730,000 126,497,000 119,731,000 110,895,000 
原種生産に係る委託費、機械

整備事業量を含む 

栃木県         無回答 

群馬県         非公開 

埼玉県 1,390,000 2,363,000 2,203,000 1,757,000   

千葉県 11,368,000 12,651,000 11,688,000 13,726,000   

東京都         なし 

神奈川県 480,000 491,000     

原種ほ設置費・需用費等。な

お、人件費・車両費。農業機械

費等は他の取組と共に行って
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おり、区分しての算出はできま

せん。 

新潟県 34,951,000 34,701,000 34,721,000 35,281,000 賃金、旅費、資材費、補助金等 

富山県         無回答 

石川県        非公開 

福井県  3,200,000 3,200,000 3,200,000   

山梨県 3,818,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000   

長野県 13,419,000 13,553,000 13,491,000 15,466000  

・主要農作物種子生産者に対

する支援等（2020新設） 

・奨励品種決定調査及び原原

種生産 

・種子管理団体に対する補助 

岐阜県 5,959,000 5,897,000 7,940,000 10,990,000 人件費、旅費、備品購入費 等 

静岡県 980,000 980,000 980,000 980,000   

愛知県 15,470,000 11,435,000 11,492,000 14,049,000 
主要農作物振興指導事業、原

種生産事業など 

三重県 2,956,000   4,704,000 2,453,000   

滋賀県 11,524,000 13,795,000 14,993,000 16,014,000   

京都府         無回答 

大阪府 288,000 288,000 290,000 290,000 園芸振興総合対策事業の一部 

兵庫県 920,000 874,000 874,000 733,000 
奨励品種決定現地調査ほの設

置費用等 

奈良県 342,000 342,000 342,000 427,000 主要農作物生産改善対策事業 

和歌山県 2,877,000 2,827,000 2,827,000 2,327,000   

鳥取県 3,577,000 11,194 5,983,000 3,605,000   

島根県         

県は 2020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、種子生産に係る予

算は、他の取り組みとともに実

施することにしており、明確に区

分することができません。 

岡山県 3,235,000 3,232 4,251,000 4,254,000 
旅費、需用費、役務費、補助金

など 

広島県 19,120,000 19,118,000 20,273,000 24,312,000 資材費等 

山口県         
原種生産、種子審査等に係る

活動経費等は措置済み 

徳島県 299,000 299,000 299,000 949,000 
奨励品種決定調査：299千円 

推進指導：650千円 

香川県 6,989,000 8,551,000 6,172,000 6,042,000 

ほ場審査、指導の経費および

農業試験場での原種、原原種

の生産経費 

愛媛県 2,158,000 2,158 2,175,000 2,181,000   
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高知県 2,421,000 2,508,000 2,346,000 2,458,000 

事務費(賃金 1,237千円、共

済費 17千円、報償費 420千

円) 

需用費(消耗品費 501千円、

修繕 108千円)等 

福岡県 8,017,000 8,425,000 8,506,000 12,819,000 人件費、委託費、資材費など 

佐賀県 5,775,000 5,775,000 5,775,000 6,513,000   

長崎県 3,713,000 3,722,000 3,764,000 3,807,000 物件費、補助費等 

熊本県 5,000,000 5,000,000 5,297,000 7,660,000 
主要農作物種子生産改善対策

事業 

大分県   2,098,000 2,381,000 2,381,000   

宮崎県 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 人件費，資材費，旅費等 

鹿児島県 1,662,000 1,662,000 1,660,000 1,660,000 原種生産に係る委託料金 

沖縄県 411,000 390,000 394,000 361,000   

 

３）奨励品種名 

 2019年度 2020年度 コメント 

北海道 

○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、 

えみまる（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））（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） 

○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、 

えみまる（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（８） 

・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、北見９５号 

○大麦（二条大麦（ビール醸造用））（２） 

 りょうふう、札育２号 

○大豆（１７） 

 ユキシズカ、ユキホマレ、ハヤヒカリ、スズマル、

トヨムスメ、ト 

ヨハルカ、ツルムスメ、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 

○稲（7） 

・うるち：つがるロマン、まっしぐら、青天の霹靂、

華吹雪（酒造好適米）、華思い（酒造好適米） 

・もち：アネコモチ、あかりもち 

○麦（2） 

同左   
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キタカミコムギ、ネバリゴシ 

○大豆（4） 

オクシロメ、ワセスズナリ、スズカリ、おおすず 

岩手県   
ひとめぼれ、金色の風、あきたこまち、銀河のし

ずく等 

令和元年度と、令

和 2年度で大き

な変更はありませ

ん 

宮城県 

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、たきたて 

麦類：シラネコムギ、夏黄金、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 

改廃については未定 

2020.4.1から

奨励品種→優良

品種（条例で制

定） 

秋田県 

稲 12品種（あきたこまち等） 

大豆 1品種（リュウホウ） 

麦 1品種（ネバリゴシ） 

    

山形県 

水稲 20品種（つや姫等） 

大豆 6品種 

小麦 2品種 

同左   

福島県       

茨城県 

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、ひとめぼれ、キヌヒカリ、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 

麦類：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 

常陸秋そば 

水稲：チヨニシキ、ひたち IL3号、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、ひとめぼれ、あさひの夢、

マンゲツモチ、ココノエモチ、夢あおば、月の光 

陸稲：ひたちはたもち 

麦類：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 

常陸秋そば 

常陸大黒 

  

栃木県 なし 5月末に指定予定   

群馬県 

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 

同左   

埼玉県 
水稲 

「彩のきずな」「彩の輝き」ほか 

水稲 

「彩のきずな」「彩の輝き」ほか 
  

千葉県 

水稲：ふさおとめ、ふさこがね、ひとめぼれ、コシ

ヒカリ、ヒトメモチ、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 

水稲：ふさおとめ、ふさこがね、ひとめぼれ、コシ

ヒカリ、粒すけ、ヒメノモチ、ふさのもち 

麦類：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 なし なし   

神奈川県 

水稲（キヌヒカリ、はるみ、さとじまん、若水、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） 

水稲（キヌヒカリ、はるみ、さとじまん、若水、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） 

  

新潟県 コシヒカリ、こしいぶき、新之助 他 19品種 コシヒカリ、こしいぶき、新之助 他 14品種 
県条例の施行に

伴い、2018年度
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から「優良品種」

として扱い 

富山県 
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 81、てんこもり、富富富等 

17品種 
  

石川県 

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 

ファイバースノウ、ミノリムギ 

大豆：里のほほえみ、エンレイ 

同左   

福井県 

水稲 15品種 

大麦 2品種 

小麦 1品種 

大豆 3品種 

同左 

https://www.pr

ef.fukui.lg.jp/d

oc/fukuimai/r1

shoureisuisyou.

html  

山梨県 

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 

麦類：きぬの波、ゆめかおり、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 

同左   

長野県 

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、しらかば錦、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 

麦類：ファイバースノウ、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 

他別紙 

同左   

岐阜県 

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 

同左   

静岡県 

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、葵美人 

小麦：きぬひかり 

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、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、葵美人 

小麦：きぬひかり 

大豆：フクユタカ 

  

愛知県 あいちのかおり SBL、コシヒカリ等 同左   

三重県 

水稲：あきたこまち、みえのゆめ、コシヒカリ、キヌ

ヒカリ、三重 23号、みえのえみ、神の穂、山田

錦、あゆみもち、 

麦類：あやひかり、ニシノカオリ、タマイズミ、さと

のそら、タマイズミ R、ファイバースノウ 

大豆：フクユタカ、すずおとめ 

水稲：あきたこまち、みえのゆめ、コシヒカリ、キヌ

ヒカリ、三重 23号、みえのえみ、みのりの郷、神

の穂、山田錦、あゆみもち、 

麦類：あやひかり、ニシノカオリ、タマイズミ、さと

のそら、タマイズミ R、ファイバースノウ 

大豆：フクユタカ、すずおとめ 

  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/fukuimai/r1shoureisuisyou.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/fukuimai/r1shoureisuisyou.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/fukuimai/r1shoureisuisyou.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/fukuimai/r1shoureisuisyou.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/fukuimai/r1shoureisuisyou.html
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滋賀県 

水稲：みずかがみ、コシヒカリ、キヌヒカリ、レーク

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、び

わほなみ、ファイバースノウ 

大豆：オオツル、エンレイ、ことゆたか、ことゆた

かＡ１号、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、レーク

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、び

わほなみ、ファイバースノウ 

大豆：オオツル、エンレイ、ことゆたか、ことゆた

かＡ２号、タマホマレ、フクユタカ 

2019,2020年

度で変更なし 

京都府 

推奨品種 

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）、新羽二重糯、麦類：せときらら、

大豆：新丹波黒、小豆：京都大納言 

推奨品種に準ずる 

水稲：祭り晴、五百万石（酒造用）、麦類：二条

大麦、サチホゴールデン、大豆：オオツル 

推奨品種 

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）、新羽二重糯、麦類：せときらら、

大豆：新丹波黒、小豆：京都大納言 

推奨品種に準ずる 

水稲：祭り晴、五百万石（酒造用）、麦類：二条

大麦、サチホゴールデン、大豆：オオツル 

平成 30年 4月

から奨励品種で

はなく推奨品種に

名称変更 

大阪府 
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、タマホマレ 
同左   

兵庫県 

水稲：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、兵庫北錦（酒）、兵庫

夢錦（酒）、山田錦（酒）、ヤマフクモチ、はりまも

ち 

麦類：シロガネコムギ、せときらら、シュンライ、ふ

くほのか、ゆめちから 

大豆：サチユタカ A1号、夢さよう 

同左   

奈良県 

水稲：ヒノヒカリ、ひとめぼれ、あきたこまち、コシ

ヒカリ、キヌヒカリ、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 

同左   

和歌山県 

ハナエチゼン、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 

同左   

鳥取県 
コシヒカリ、ひとめぼれ、きぬむすめ、星空舞、サ

チユタカ、しゅんれい等 
同左   

島根県 

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 62号 

サチホゴールデン 

サチユタカ、タマホマレ 

  

岡山県 

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 

ふくほのか、ミハルゴールド、スカイゴールデン、

イチバンボシ 

タマホマレ、サチユタカ、トヨシロメ 

同左   

広島県 

水稲：あきたこまち、中世新千本、広島 21号、

あきろまん、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、コシヒカリ、

恋の予感、あきさかり、八反 35号、八反錦 1

号、改良雄町、千本錦、こいおまち、ヒメノモチ、

水稲：あきたこまち、中世新千本、広島 21号、

あきろまん、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、コシヒカリ、

恋の予感、あきさかり、八反 35号、八反錦 2

号、改良雄町、千本錦、こいおまち、ヒメノモチ、
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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 

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 

山口県 

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 

ハナエチゼン、あわみのり、コシヒカリ、日本晴、

キヌヒカリ、ヒノヒカリ、モチミノリ、あきさかり、あ

きたこまち 

同左   

香川県 

水稲：コシヒカリ、はえぬき、オオセト、あきげし

き、ヒノヒカリ、おいでまい、モチミノリ、クレナイモ

チ 

麦類：イチバンボシ、さぬきの夢 2000、さぬき

の夢 2009 

大豆：フクユタカ 

水稲：コシヒカリ、はえぬき、あきさかり、オオセ

ト、あきげしき、ヒノヒカリ、おいでまい、クレナイモ

チ 

麦類：イチバンボシ、さぬきの夢 2000、さぬき

の夢 2009 

大豆：フクユタカ 

2020年度から

奨励品種に 

採用：あきさかり 

廃止：モチミノリ 

愛媛県 

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、ヒノデハダカ、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、にこ

まる、ヒノヒカリ、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 

  

高知県 

南国そだち、よさ恋美人、土佐麗、コシヒカリ、吟

の夢、アキツホ、ヒノヒカリ、にこまる、黄金錦、さ

わかおり、ヒデコモチ、たまひめもち 

同左 変更なし 

福岡県 

水稲：11品種 

麦類：11品種 

大豆：2品種 

水稲：11品種 

麦類：12品種 

大豆：2品種 

  

佐賀県 

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 

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 

(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 

同左   

熊本県 

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、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 

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

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、は

認定品種も含む 
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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 

るみずき，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、すずおとめ 

宮崎県 

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、

宮崎 152号、クスタマモテ 

同左   

鹿児島県 

【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 

同左   

沖縄県 

稲４品種 

ひとめぼれ 

ちゅらひかり 

ミルキーサマー 

ゆがふもち 

同左   

 

４）奨励品種決定のための試験 

＊大きく変わる傾向はみられない。 

＊「実施していない」は東京都のみである。 

 
 

５）原々種・原種の生産 

＊大きく変わる傾向はみられない。 

＊「実施していない」は東京都のみである。 

44

46

46

46

1

1

1

1

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

（予定）

奨励品種決定のための試験

実施した 実施していない 無回答
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６）種子生産ほ場の指定 

＊種子法廃止法が施行された 2018年度には、「実施しなかった」が東京に加え合計で８自治体となった。 

＊2020年度は石川県と三重県が「実施する予定」となり、実施しないのは６自治体（岩手県・栃木県・東京 

都・愛知県・和歌山県・佐賀県）と減少した。 

 ＊「その他」については「指定ではなく承認・届け出などになった」「JAなど別団体が指定や設定をおこなう」 

「他団体の協議して決定」といった内容になっている。 

 
 

ほ場を指定する予定の県のコメント 

静岡県 静岡県米麦協会が実施 

三重県 
2019年度については、ほ場指定はしていないが、採取事業実施要網に基づき、種子生産者から

の種子審査依頼書にて採取ほ場を定めていた。 

京都府 平成 30年 4月から指定ではなく認定に名称変更 

 

ほ場を指定しない予定の県のコメント 

愛知県 生産者からの審査請求によってほ場を特定している 

佐賀県 ほ場の指定は行わないが種子協会からの報告によるほ場の特定を行う 

 

44

45

46

46

1

1

1

1

1

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

（予定）

原々種・原種の生産
実施した 実施していない その他 無回答

47

28

27

29

1

8

8

6

1

11

12

12

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

（予定）

種子生産ほ場の指定

実施した 実施しなかった その他
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「その他」のコメント 

青森県 指定ではなく承認 

宮城県 2018年度以降は，「指定申請」から「届出」に変更し，事務手続を簡素化。 

秋田県 JAが生産ほ場を設定 

福島県 種子生産組織等より、採種ほの設置を県に報告していただき、県として採種ほを把握することとしている 

群馬県 （未記入） 

山梨県 県主要農産物生産改善協会と県が連携して行う 

滋賀県 「滋賀県水稲、麦類および大豆の種子供給に係る基本要綱」に基づく種子生産計画書を提出。 

大阪府 
種子協会が種子生産ほ場を指定する。 

府は種子生産ほ場の適否について技術的見地から判断を行う。 

奈良県 「奈良県米麦改良協会稲麦及び大豆採種圃種子審査要領」に基づき奈良県米麦改良協会が指定 

鳥取県 県の種子協会が指定 

山口県 種子生産ほ場については、県からの「指定」ではなく、生産ほ場の「報告」としている 

徳島県 
2019年度より県稲、麦類及び大豆種子生産実施要網に基づき、種子生産農場の設置者から協議を

受け決定 

 

７）種子の審査 

 ＊種子法廃止が施行された 2018年度は「実施した」が６自治体減少した。 

 ＊その後、大きく変わる傾向はみられない。 

 
2020年度（予定）の「その他」と回答した４自治体のコメント 

群馬県 未記入 

大阪府 
種子協会が審査を実施。府は種苗法第 61条第 1項に基づく指定種苗の生産等に関する基準

の遵守状況の検査を行う。 

奈良県 
「奈良県と奈良県米麦改良協会との主要農作物種子生産の実施に関する覚書」に基づき県と

奈良県米麦改良協会が実施 

和歌山県 種子の品質について確認を実施 

 

 

 

45

39

39

41

1

2

2

2

5

6

4

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

（予定）

種子の審査

実施した 実施しなかった その他 無回答
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８）種子生産者への助言・指導 

 ＊「実施しない」が東京、「その他」が奈良県で変わらず、４５の道府県で実施している。 

 ＊奈良県のコメント 

「奈良県と奈良県米麦改良協会との主要農作物種子生産の実施に関する覚書」に基づき県と奈 

良県米麦改良協会が実施」 

 
 

９）独自の条例について 

＊2019年度に新たに 13の道県で条例が制定された。 

＊条例のない 28府県のうち、「要領」があるのは１７、「要綱」があるのは１５である。 

＊条例のない 28府県のうち、制定を予定しているのは下記の 7自治体である。 

岩手県（2021年 3月議会提案、4月施行予定） 

群馬県（2020年 6月議会提案、施行予定） 

千葉県（ 2020年度） 

三重県（ 2020年 6月議会提案、9月施行予定） 

滋賀県（２０２０年 11月議会提案、２０２１年 4月施行予定） 

島根県（ 2020年度）  

広島県（2020年 6月議会提案）  

＊「条例」も「要領」も「要綱」もないのは、６（群馬県・東京都・三重県・滋賀県・奈良県・島根県）で、このう 

ち、群馬県、三重県、滋賀県、島根県では 2020年度に条例制定予定である。また、滋賀県では、予算が 

増加傾向にあり、島根県では前年度と同様の予算措置がある。奈良県は、「主要農作物生産改善対策事 

業」として予算化している。 

45

45

45

45

1

1

1

1

1

1

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

（予定）

種子生産者への助言・指導

実施した 実施しなかった その他 無回答
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条例のある道府県 

道府県 条例の名称 施行年月日 米・麦・大豆以外の対象 

北海道 北海道主要農作物等の生産に関する条例 平成 31年(2019年)4月  

宮城県 主要農作物種子条例 令和 2年（2020年）4月  

山形県 山形県主要農産物種子条例 平成 30年（2018年）10月  

茨城県 茨城県主要農作物等種子条例 
令和 2年（2020年）4月 そば、その他知事が定め

る作物 

栃木県 
栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給

に関する条例 

令和 2年（2020年）4月 いちご、なし、うど、あじさ

い、りんどう、たら 

埼玉県 埼玉県主要農作物種子条例 平成 30年（2018年）4月  

新潟県 新潟県主要農作物種子条例 平成 30年（2018年）4月  

富山県 富山県主要農作物種子条例 平成 31年(2019年)1月  

石川県 石川県主要農作物種子条例 令和 2年（2020年）4月  

6
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2018年度
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種子生産に関する条例について

条例がある 条例はない
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要綱

要領

条例制定を

予定

2019年度に条例がない都府県の要領・要綱・条例制定予定

ある ない
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福井県 
福井県主要農作物の品種の開発および種

子の生産に関する条例 

平成 31年(2019年)4月 
 

長野県 
長野県主要農作物及び伝統野菜等の種子

に関する条例 

令和 2年（2020年）4月 
そば、伝統野菜等 

岐阜県 岐阜県主要農作物種子条例 平成 31年(2019年)4月  

愛知県 
主要農作物の品種の開発並びに種子の生

産及び供給に関する条例 

令和 2年（2020年）4月 
 

兵庫県 主要農作物種子生産条例 平成 30年（2018年）4月  

鳥取県 鳥取県農作物種子条例 令和元年(2019年)7月  

福岡県 福岡県農林水産業・農山漁村振興条例 平成 26年（2014年）12月  

熊本県 
熊本県主要農作物種子の生産及び供給に

関する条例 

令和元年(2019年)12月 
 

宮崎県 宮崎県主要農作物等種子生産条例 平成 31年(2019年)4月 そば 

鹿児島県 
鹿児島県主要農作物の種苗の安定供給に

関する条例 

令和 2年（2020年）4月 
さとうきび 

 

10）国の研究機関と共同での品種開発の取組み 

 ＊国の研究機関との共同開発を継続しているのは 16（青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨 

城県・栃木県・埼玉県・岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・佐賀県・熊本県・鹿児島県）である。 

 ＊具体的な内容については、下記のコメントがあった。 

福島県：育種母材の提供等 

栃木県：二条大麦（ビール麦） 

埼玉県：閉花性受粉に関する研究 

岐阜県：穂発芽難品種の育成 

佐賀県：早生で多収の大豆品種の育成・水稲品種の育成 

鹿児島県：水稲品種、系統の特性検定 

 ＊「その他」は北海道で、「道は品種開発を行っておらず、道内では、主に、地方独立行政法人北海道立総合 

研究機構が品種開発を行っている。」 

＊「無回答」は富山県である。 
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11）民間企業と共同での品種開発の取組み 

＊2020年度に民間企業と共同開発を予定しているのは４（岩手県・栃木県・愛知県・兵庫県）で、具体的な 

コメントがあったのは、下記である。 

栃木県：二条大麦（ビール麦） 

     兵庫県：JAグループとの共同研究 

＊「その他」は北海道で、「道は品種開発を行っておらず、道内では、主に、地方独立行政法人北海道立総合 

研究機構が品種開発を行っている。」 

＊「未定」は佐賀県、「無回答」は富山県である。 

 
 

１２）都道府県議会から国への意見書提出 

＊都道府県議会からの意見書提出は減少傾向である。 

  ＊これまでに提出したのは、長野県、愛知県、鹿児島県である。 
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１３）都道府県内の区市町村議会から国等への意見書提出 

＊半数以上の都道府県が、区市町村議会の国への意見書提出状況を把握していない。 

＊県に対して条例制定を求める意見が宮城県・福島県・石川県・滋賀県・奈良県・島根県・広島県・福岡県で 

提出されている。  

＊これまでに意見書提出があった都道府県のなかで、下記の自治体で条例が制定された。 

宮城県 主要農作物種子条例 令和 2年（2020年）4月 

山形県 山形県主要農産物種子条例 平成 30年（2018年）10月 

埼玉県 埼玉県主要農作物種子条例 平成 30年（2018年）4月 

石川県 石川県主要農作物種子条例 令和 2年（2020年）4月 

栃木県 栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例 令和 2年（2020年）4月 

鹿児島県 鹿児島県主要農作物の種苗の安定供給に関する条例 令和 2年（2020年）4月 

 
 

これまでに提出された区市町村議会からの意見書 

2019年度 

宮城県：大和町「宮城県主要農作物種子条例の制定に関する意見書」 
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石川県：かほく市「主要農作物種子法廃止に伴い日本の種子の保全の施策を求め石川県条例の制定を 

求める意見書」(提出日令和元年 9月 24日) 

島根県：松江市、浜田市、出雲市、雲南市、奥出雲町、飯南町、津和野町、海士町、知夫村及び隠岐の島町 

広島県：庄原市、三米市他 8市町(10市町)「広島県主要農作物種子条例の制定を求める意見書」等 

福岡県：県への意見書:14市町村 

2018年度 

宮城県：大崎市「宮城県主要農作物種子条例の早期制定を求める意見書」 

栗原市「宮城県種子条例の制定を求める意見書」 

三里町「宮城県主要農作物種子条例の早期制定を求める意見書」 

山形県：朝日町、南陽市、河北町 

福島県：喜多方市議会「福島県主要農作物種子条例の早期制定を求める意見書」※把握している 

のは県への意見書のみ。国への意見書は把握していない 

埼玉県：吉川市「主要農作物種子法廃止に際し、公共財としての日本の種子を保全する参議院で 

の付帯決議に基づく新たな整備と積極的な施策を求める意見書」 

富士見市「主要農作物種子法の復活をはかることを求める意見書」 

不採択となった区市町村名；嵐山町 

千葉県：匝瑳市「主要農作物種子法の廃止に伴う万全の対策を求める意見書」 

東京都：三鷹市 

神奈川県：伊勢原市「主要農作物種子法廃止に際し日本の種子保全を求める意見書」 

石川県：主要農作物種子法廃止に伴い日本の種子の保全の施策を求め石川県条例の制定を求める 

意見書（羽咋市、内灘町、白山市、野々市市） 

滋賀県：知事へ 16市町議会から意見書提出 

奈良県：葛城市「主要農作物種子法にかわる奈良県独自の条例制定を求める意見書」 

福岡県：県への意見書提出 15市町（大牟田市等） 不採用；2市町（宗像市、添田町） 

鹿児島県：姶良市「主要農作物の種子の安定供給・品質確保に関する意見書」 

栃木県：コメントなし 

2017年度 

山形県：山形市「種子法廃止に伴う万全の対策を求める意見書」 

 


