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行政 記入者（担当） 電話 メール 2019年度 2020年度 コメント 2019年度 2020年度 コメント

北海道 大坂公一 011－204－5434 oosaka.kouichi@pref.hokkaido.lg.jp
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
農林水産部農産園芸

課　稲作・畑作振興

グループ

017－734－9480 noen@pref.aomori.lg.jp
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 早坂考広 019－629－5708 ta-hya@pref.iwate.jp 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 大川 022－211－2841 okawa-yu812@pref.miyagi.lg.jp 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 進藤勇人 018－860－1786 suiden@pref.akita.lg.jp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
農林水産部県産米ブ

ランド推進課
023－630－2316 ykensanmai@pref.yamagata.jp 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 紺野裕太郎 029－521－7360 yoshida_katsuya_01@pref.fukushima.jp 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 興津正一 029－301－3926 m.okitsu@pref.ibaraki.lg.jp 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 大田和辰典 028－623－2326 seisan-sinko@pref.tochigi.lg.jp 県単 県単

群馬県 須藤美貴 027－226－3128 suto-miki@pref.gunma.lg.jp 非公開

埼玉県 生産振興課　後藤 048－830－4145 a4130-03@pref.saitama.lg.jp 県単 県単 2,203千円 1,757千円

千葉県 高橋、吉沢 043－223－2883 nousan2@mz.pref.chiba.lg.jp 県 県 11,688千円 13,726千円

東京都
産業労働局農林水産

部農業振興課
03－5320－4832 なし なし ０円 ０円

神奈川県
環境農政局農政部農

業振興課農業振興課

生産振興グループ

045－210－1111 m-maki.artt@pref.kanagawa.jp 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 横川和俊 025－280－5194 yokokawa.kazutoshi@pref.niigata.lg.jp 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 浅井 076－444－3283

石川県 川崎有希 076－225－1621 e210300@pref.ishikawa.lg.jp一般財源（県） 同左 非公開 同左

福井県 吉田敦哉 0776－20－0427 a-yoshida-wf@pref.fukui.lg.jp 一般財源（県） 同左 3,200千円 同左

山梨県 依田　睦美 055-223-1610 yoda-vce@pref.yamanashi.lg.jp 一般 一般 3,850千円 3,850千円

長野県 福本匡志 026－235－7221 nogi@pref.nagano.lg.jp 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

岐阜県 佐藤秀人 058-272-8439 sato-hideto@pref.gifu.lg.jp 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 加々美裕 054-221-3249
米麦等生産改善対策事業

費
同左 980千円 980千円

愛知県 園芸農産課 052-954-6420 engei@pref.aichi.lg.jp 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 農産園芸課 059-224-2547 nousan@pref.mie.lg.jp
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 北出知宏 077-528-3832 gc00@pref.shiga.lg.jp 県費等 同左 14,993千円 16,014千円

京都府 松田智宏 075-414-4966 t-matsuda61a@pref.kyoto.lg.jp

予算額（円）連絡先 予算の財源
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予算額（円）連絡先 予算の財源

大阪府 増本 06-6210-9590 MasumotoH@mbox.pref.osaka.lg.jp 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 近藤啓太 078-362-3494 keita-kondou@pref.hyogo.lg.jp 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 和田達哉 0742-27-7443 wada-tatsuya@office.pref.nara.lg.jp 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 林 073-441-2904 hayashi_y0054@pref.wakayama.lg.jp県 同左 2,827千円 2,327千円

鳥取県 山根 0857-26-7283 yamane-j@pref.tottori.lg.jp 県 同左 一般財源 5,983千円 3,605千円

島根県 金山 0852-22-5109 kanayama-kazuki@pref.shimane.lg.jp 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 松本 086-226-7424 kazunobu_matsumoto@pref.okayama.lg.jp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 小野山 082-513-2557 noukeiei@pref.hiroshima.lg.jp一般財源 同左 20,273千円 24,312千円 資材費等

山口県 河村剛英 山口県山口市滝町1-1農業振興課 kawamura.takehide@pref.yamaguchi.lg.jp 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 前田弘之 088-621-2406 maeda-hiroyuki-1@pref.tokushima.jp 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 渡辺悠介 080-832-3418 rf6345@pref.kagawa.lg.jp 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 松長 089-912-2568 matsunaga-takashi@pref.ehime.lg.jp 県一般財源 同左 2,175千円 2,181千円

高知県 溝渕正晃 088-821-4535 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 内川・高田 092-643-3472 suiden@pref.fukuoka.lg.jp 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 鬼束 0952-25-7117 nousan@pref.saga.lg.jp一般会計 同左 5,775千円 6,513千円

長崎県 一瀬 095-895-2943 一般財源 同左 3,764千円 3,807千円 物件費、補助費等

熊本県 武嘉昭 096-333-2389 take-ysh@pref.kumamoto.lg.jp 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 山崎哲 097-506-3596 yamasaki-akira@pref.oita.lg.jp 一般財源 同左 2,381千円 2,381千円

宮崎県 北崎康生 0985-26-7136 kitazaki-yasuo@pref.miyazaki.lg.jp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 島田 099-286-3197 nsikikaku@pref.kagoshima.lg.jp 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 眞境名元次 098－866－2275

majikinm@pr

ef.

okinawa.lg.jp

一般財源 一般財源 沖縄県単独の予算 394千円 361千円
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