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行政 2019年度 2020年度 コメント 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

当初予算 154,586
2定補正予算 5,478千円
計 160,064千円

当初予算 164,104千円
計 164,104千円

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
県単（地方交付税交付金
を含）

同左
種子法廃止前（平成29年度）ほぼ同
額の予定

岩手県 県単独 前年度並
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 一般財源 一般財源 25,121千円 34,705千円
人件費、資材費、作業委託費、事務
費等

秋田県 県単独 同左 57,010千円 56,099千円 人件費、資材費、備蓄日等

山形県 県単 同左 14,726千円 12,752千円
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 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

12,209千円 12,249千円
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 県単 県単 119,731千円 110,895千円
原種生産に係る委託費、機械整備事
業量を含む

栃木県 県単 県単

群馬県 非公開

埼玉県 県単 県単 2,203千円 1,757千円

千葉県 県 県 11,688千円 13,726千円

東京都 なし なし ０円 ０円

神奈川県 県単 県単 前年度並み 前年度並み

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おり、区
分しての算出はできません。

新潟県 県 同左 34,721千円 35,281千円 賃金、旅費、資材費、補助金等

富山県

石川県 一般財源（県） 同左 非公開 同左

福井県 一般財源（県） 同左 3,200千円 同左

山梨県 一般 一般 3,850千円 3,850千円

長野県 一般財源
一般財源
特定財源

13,491千円

15,466千円（うち特定財
源800千円）
ただし、新型コロナウィ
ルス対策対応のため減額
の可能性あり。

・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

予算額（円）予算の財源



行政 2019年度 2020年度 コメント 2019年度 2020年度 コメント

予算額（円）予算の財源

岐阜県 一般財源(県単) 同左 7,940千円 10,990千円 人件費、旅費、備品購入費　等

静岡県
米麦等生産改善対策事業
費

同左 980千円 980千円

愛知県 一般及び特定 同左 11,492千円 14,049千円
主要農作物振興指導事業、原種生産
事業など

三重県
三重の水田農業構造改革
総合対策事業費

同左 4,704千円 2,453千円

滋賀県 県費等 同左 14,993千円 16,014千円

京都府

大阪府 府単費 同左 290千円 290千円
（園芸振興総合対策事
業の一部）

兵庫県 県費 同左 874千円 733千円
奨励品種決定現地調査ほの設置費用
等

奈良県 一般財源 同左 342千円 427千円 主要農作物生産改善対策事業

和歌山県 県 同左 2,827千円 2,327千円

鳥取県 県 同左 一般財源 5,983千円 3,605千円

島根県 一般財源 同左 2019年度と同程度

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 一般財源、販売収入 同左 4,251千円 4,254千円 旅費、需用費、役務費、補助金など

広島県 一般財源 同左 20,273千円 24,312千円 資材費等

山口県 一般財源(県費) 同左 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

徳島県 県単独 同左 299千円 949千円
奨励品種決定調査：299千円
推進指導：650千円

香川県 県単独予算 同左 6,172千円 6,042千円
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 県一般財源 同左 2,175千円 2,181千円

高知県 一般財源、財収 同左 財収は原種販売等 2,346千円 2,458千円

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 県費 同左 8,506千円 12,819千円 人件費、委託費、資材費など

佐賀県 一般会計 同左 5,775千円 6,513千円



行政 2019年度 2020年度 コメント 2019年度 2020年度 コメント

予算額（円）予算の財源

長崎県 一般財源 同左 3,764千円 3,807千円 物件費、補助費等

熊本県 県予算 同左 5,297千円 7,660千円 主要農作物種子生産改善対策事業

大分県 一般財源 同左 2,381千円 2,381千円

宮崎県 優良種子生産管理等事業 同左 1,690千円 1,690千円 人件費，資材費，旅費等

鹿児島県 一般 同左
約1,660千円
原種生産に係る委託料金

約1,600千円
同左

沖縄県 一般財源 一般財源 沖縄県単独の予算 394千円 361千円


