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2021年度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 

20２１年 6月２５日 

たねと食とひと＠フォーラム 

１．調査期間：202１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額 

＊2017～20２１年度の予算額を比べたところ、大半の道府県が前年度とほぼ同額の予算が計上されている 

 
 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 備考 

北海道 156,563,000 156,430,000 160,064,000 164,104,000 162,420,000  

青森県      

種子法廃止前

（平成 29年

度）ほぼ同額の

予定 

岩手県      
前年度と同額程

度 

宮城県 25,570,000 25,570,000 25,121,000 34,705,000  前年並み 

秋田県 55,000,000 58,000,000 57,010,000 56,099,000 56,180,000  

山形県 14,407,000 14,286,000 14,726,000 12,752,000 12,807,000  

福島県 9,240,000 12,034,000 12,209,000 12,249,000 12,023,000  

茨城県 92,730,000 126,497,000 119,731,000 110,895,000 116,012,000 

原種生産に係る

委託費、機械整

備事業費を含む 

栃木県       

群馬県       

埼玉県 1,390,000 2,363,000 2,203,000 1,757,000 1,845,000  

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

東京都     ０  

神奈川県 480,000 491,000    前年度並み 

新潟県 34,951,000 34,701,000 34,721,000 35,281,000 35,816,000 
賃金、旅費、資材

費、補助金等 

富山県       

石川県       

福井県  3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000  

山梨県 3,818,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,754,000  

長野県 13,419,000 13,553,000 13,491,000 15,466000 16,602,000  

岐阜県 5,959,000 5,897,000 7,940,000 10,990,000 11,047,000  

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

愛知県 15,470,000 11,435,000 11,492,000 14,049,000 14,872,000  

三重県 2,956,000  4,704,000 2,453,000 2,123,000  
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滋賀県 11,524,000 13,795,000 14,993,000 16,014,000 15,770,000 

優良種子生産対

策事業費（942

千円） 

主要農作物原原

種・原種採種事

業費（14.828

千円） 

京都府       

大阪府 288,000 288,000 290,000 290,000 290,000 

（園芸振興総合

対策事業の一

部） 

兵庫県 920,000 874,000 874,000 733,000 411,000  

奈良県 342,000 342,000 342,000 427,000 1,030,000 

奨励品種決定調

査、原原種生産、

奈良県米麦改良

協会への 1/2

事業費補助 

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

鳥取県 3,577,000 11,194 5,983,000 3,605,000 1,792,000 

奨励品種の育種

選定費用は含ん

でいない 

島根県      

県は 2021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 4,222,000  

広島県 19,120,000 19,118,000 20,273,000 24,312,000 25,070,000  

山口県     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 299,000 299,000 299,000 949,000 1,854,000  

香川県 6,989,000 8,551,000 6,172,000 6,042,000 5,875,000 

ほ場審査、指導

の経費及び農業

試験場での原

種、原原種生産

経費 
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愛媛県 2,158,000 2,158 2,175,000 2,181,000 2,186,000  

高知県 2,421,000 2,508,000 2,346,000 2,458,000 2,486,000  

福岡県 8,017,000 8,425,000 8,506,000 12,819,000 8,819,000  

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

長崎県 3,713,000 3,722,000 3,764,000 3,807,000 5,105,000  

熊本県 5,000,000 5,000,000 5,297,000 7,660,000 6,728,000  

大分県  2,098,000 2,381,000 2,381,000 2,279,000  

宮崎県 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000  

鹿児島県 1,662,000 1,662,000 1,660,000 1,660,000 1,600,000  

沖縄県 411,000 390,000 394,000 361,000 324,000  

 

２）奨励品種名 

 

 20２０年度 20２１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（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） 

○稲（２０） 

ゆきひかり、きらら３９７、はくちょうもち、風の子

もち、ほしのゆめ、吟風、ななつぼし、あやひめ、

大地の星、ふっくりんこ、おぼろづき、彗星、ゆめ

ぴりか、きたゆきもち、きたしずく、きたくりん、き

たふくもち、そらゆき、そらゆたか、えみまる 

○小麦（８） 

ハルユタカ、春よ恋、キタノカオリ、きたほなみ 

はるきらり、ゆめちから、つるきち、北見 95号 

○二条大麦（２） 

りょうふう、札育２号 

○大豆（１６） 

トヨムスメ、ツルムスメ、大袖の舞、いわいくろ 

ハヤヒカリ、ユキホマレ、ユキシズカ、音更大袖 

トヨハルカ、ゆきぴりか、タマフクラ、ユキホマレ

R 

ゆめのつる、とよみづき、スズマル R、とよまど

か 

○小豆（１１） 

アカネダイナゴン、エリモショウズ、きたのおとめ 

しゅまり、とよみ大納言、きたほたる、きたろまん 

ほまれ大納言、ちはやひめ、エリモ１６７ 

十育１７０号 

○えんどう（２） 

大緑、北海赤花 

○いんげん（１５） 

大正金時、福白金時、姫手亡、北海金時 

福虎豆、洞爺大福、雪手亡、福勝、福うずら 

福良金時、絹てぼう、かちどき、きたロッソ 

秋晴れ、大白花 

○そば（６） 

牡丹そば、キタワセソバ、キタノマシュウ 

レラノカオリ、キタミツキ、北海Ｔ８号 
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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） 

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 

◎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）、華想い（酒造好適米） 

・もち：アネコモチ、あかりもち 

◎麦（２） 

 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 

金色の風、銀河のしずく、ひとめぼれ、あきたこ

まち など 
 

宮城県 改廃については未定 

【水稲】やまのしずく、ササニシキ、ひとめぼれ、

まなむすめ、だて正夢、げんきまる、トヨニシキ、

コシヒカリ、つや姫、東北 194号、蔵の華、ゆ

きむすび、たきたて、金のいぶき、ヒメノモチ、み

やこがねもち、こもちまる 

【小麦】シラネコムギ、夏黄金、あおばの恋 

【大麦】ミノリムギ、シュンライ、ホワイトファイバ

ー 

【大豆】すずほのか、タンレイ、あやこがね、タチ

ナガハ、きぬさやか、ミヤギシロメ 

2020年 4月

より条例により

奨励品種を優

良品種とした。 

秋田県  

 稲：14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 

水稲：つや姫、雪若丸、はえぬき等 20品種 

大豆：里のほほえみ等 6品種 

小麦：ゆきちから等 2品種" 

 

福島県   

水稲（粳）：里山のつぶ、五百万石、夢の香、ひ

とめぼれ、チヨニシキ、天のつぶ、コシヒカリ、ま

いひめ、あきたこまち、ふくひびき、福乃香、福

笑い 

水稲（糯）：ヒメノモチ、こがねもち、あぶくまも

ち 

大豆：あやこがね、タチナガハ、里のほほえみ、

おおすず、ふくいぶき 

大麦：シュンライ 

小麦：きぬあずま、ゆきちから" 

 

茨城県 

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 

○水稲（１３） 

●うるち（１０） 

・奨励（５）チヨニシキ、ひたちＩＬ３号、コシヒカ

リ、ゆめひたち、ひたち錦 

・純奨励（２）あきたこまち、にじのきらめき 

・認定（３）ミルキークイーン、一番星、あさひの

夢 

●もち（１） 

・奨励（１）マンゲツモチ 

●飼料用米（２） 

・奨励（２）夢あおば、月の光 
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常陸秋そば 

常陸大黒 

 

○陸稲（１） 

・奨励（１）ひたちはたもち 

○麦（７） 

●小麦（３） 

・奨励（１）さとのそら 

・認定（２）きぬの波、ゆめかおり 

●六条大麦（２） 

・奨励（１）カシマムギ 

・準奨励（１）カシマゴール 

●二条大麦（１） 

・奨励（１）ミカモゴールデン 

●裸麦（１） 

・認定（１）キラリモチ 

○大豆（３） 

・奨励（２）里のほほえみ、納豆小粒 

・準奨励（１）ハタユタカ 

○そば（１） 

・奨励（１）常陸秋そば 

○ベニバナインゲン（１） 

・認定（１）常陸大黒  

栃木県 5月末に指定予定 

○いちご（６）：とちおとめ、栃木ｉ27 号（スカイ

ベリー）、なつおとめ、とちひめ、栃木 iW１号

（ミルキーベリー）、栃木ｉ37 号(とちあいか) 

○なし（２）：にっこり、おりひめ 

○うど（２）：栃木芳香１号、栃木芳香２号 

○あじさい（４）：きらきら星、パラソルロマン、エ

ンジェルリング、プリンセスリング 

○りんどう（２）：栃木ｒ２号（るりおとめ月あか

り）、栃木ｒ３号（るりおとめ星あかり） 

○にら（１）：ゆめみどり 

○稲（７）：コシヒカリ、あさひの夢、とちぎの星 

なすひかり、きぬはなもち、夢ささら、トヨハタモ

チ 

○大麦（４）：ニューサチホゴールデン、とちの

いぶき、もち絹香、シュンライ 

○小麦（４）：さとのそら、タマイズミ、イワイノダ

イチ、ゆめかおり 

○大豆（１）：里のほほえみ 

 

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 

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：里のほほえみ等 

 

埼玉県 水稲 「彩のきずな」「彩の輝き」ほか 水稲 「彩のきずな」「彩のかがやき」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（７） 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（２） さとのそら、カシマムギ 
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○大豆（４） 里のほほえみ、タチナガハ、サチ

ユタカ、フクユタカ 

○落花生（３） 郷の香、ナカテユタカ、千葉半

立 

東京都 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、てんこもり、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 14品種 

〇水稲（14）：コシヒカリ、こしいぶき、新之助

等 

〇大豆（6）：エンレイ、里のほほえみ、あやこが

ね等 

〇麦（1）：ミノリムギ 

県条例の施行

に伴い、2018

年度から「優良

品種」として扱

い 

富山県 

コシヒカリ、てんたかく 81、てんこもり、富富富

等 

17品種 

コシヒカリ、てんたかく 81、てんこもり、富富富

等 15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 

水稲粳：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 

水稲糯：カグラモチ、白山もち 

小麦：ナンブコムギ 

大麦：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 

 

福井県 

水稲 15品種 

大麦 2品種 

小麦 1品種 

大豆 3品種 

水稲 10品種、大麦 2品種、大豆 1品種 

https://www.

pref.fukui.lg.j

p/doc/fukuim

ai/r1shoureis

uisyou.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 

○水稲（うるち） 

●推奨品種（５）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 

●特定品種（４）コイヒメ、五百川、農林四八号 

つや姫 

○水稲(粳・酒米) 

●特定品種（４）夢山水、玉栄、ひとごこち 

吟のさと 

○水稲(もち) 

●推奨品種（３）ヒメノモチ、マンゲツモチ 

こがねもち 

●特定品種（１）朝紫 

○大麦 

●推奨品種（１）ファイバースノウ 

○小麦 

●推奨品種（２）きぬの波、ゆめかおり 

○大豆 
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●推奨品種（３）あやこがね、ナカセンナリ 

タマホマレ  

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 

うるち米（１５）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、つきあかり、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、山恵錦 

麦類（９）ファイバースノウ、ホワイトファイバー、

シュンライ、シラネコムギ、しゅんよう、ユメセイキ 

フウセツ、ハナマンテン、ゆめかおり、ゆめきらり 

東山 53号（ハナチカラ）、東山 55号（しろゆ

たか） 

他別紙 

 

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 

前年と同じ  

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：きぬあかり 

大豆：フクユタカ 

稲（１０）にじのきらめき、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、

峰の雪もち、するがもち、葵美人、誉富士小麦

（１）きぬあかり 

大豆（１）フクユタカ 

令和 2年度 1

品種増 

「にじのきらめ

き」 

愛知県 あいちのかおり SBL、コシヒカリ等 

水稲：あきたこまち、コシヒカリ、みねはるか、チ

ヨニシキ、ミネアサヒ SBL、あさひの夢、ゆめま

つり、あいちのかおり SBL、大地の風、もみゆ

たか、夢山水、若水、夢吟香、恵糯、ココノエモ

チ、十五夜糯、こはるもち 

小麦：きぬあかり、ゆめあかり 

大豆：フクユタカ A1号 

 

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、なついろ 

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 

 

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、ことゆたかＡ1号、タマホマレ、

フクユタカ 
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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：コシヒカリ、キヌヒカリ、京の輝き、ヒ

ノヒカリ、新羽二重糯、祝、せときらら、新丹波

黒、京都大納言 

推奨品種に準ずる品種：祭り晴、五百万石、サ

チホゴールデン、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 

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 
 

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 

水稲（１１）：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）、兵庫夢錦（酒）、山田錦（酒）、ヤマ

フクモチ、はりまもち 

麦類（５）：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（２）：サチユタカ A1号、夢さよう 

 

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 

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 

 

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 

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、タマホマレ 

 

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 

ひとめぼれ、コシヒカリ、星空舞、きぬむすめ、

日本晴、ヒメノモチ、ハクトモチ、しゅんれい、星

のめぐみ、タマホマレ、サチユタカ、ヒカリ新世

紀 

 

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 

〇水稲 

うるち：ハナエチセン、コシヒカリ、きぬむすめ、

つや姫 

酒米：五百万石、神の舞、佐香錦、改良雄町 

もち：ヒメノモチ、ココノエモチ、ミコトモチ 

〇麦類 

二条大麦：サチホゴールデン 

小麦：農林 61号 

〇大豆 

サチユタカ、タマホマレ 

島根県では令

和 3年 4月 1

日より「奨励品

種制度」を廃止

し、「種子生産

品種決定制度」

により採種事業

を行うこととした

ため、これに該

当する品種を記

載する 

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 

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、ヒメノモチ、ココ

ノエモチ、ヤシロモチ 

小麦：ふくほのか 

二条大麦：スカイゴールデン、サチホゴールデ

ン 

R2年に二条大

麦サチホゴール

デンを奨励品種

に選定し、ミハ

ルゴールドを廃

止 
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裸麦：イチバンボシ 

大豆：サチユタカ、トヨシロメ、タマホマレ 

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、

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（こいもみじ）、 

ひとめぼれ、コシヒカリ、ホウレイ、あきさかり、

中生新千本、あきろまん、ヒノヒカリ、恋の予感、

八反 35 号、八反錦１号、改良雄町、こいおま

ち(準奨励)、千本錦、ヒメノモチ ココノエモチ 

麦：キヌヒメ、ミナミノカオリ（準奨励）、さやかぜ

（準奨励） 

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 

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 

 

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、あきげしき、ヒノヒカリ、おいで

まい、はえぬき、オオセト、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 

 

愛媛県 

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 

水稲：コシヒカリ、あきたこまち、ヒノヒカリ、にこ

まる、ひめの凛、松山三井 

裸麦：ハルヒメボシ、マンネンボシ 

小麦：チクゴイズミ 

 

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 

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、サイワイモチ、たまひめもち 

 

福岡県 

水稲：11品種 

麦類：11品種 

大豆：2品種 

水稲：コシヒカリ、夢つくし、つくしろまん、元気

つくし、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、ダイキンボシ 

大豆：フクユタカ、ちくしＢ5号 

 

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、つや姫、にじのきらめき、さが

の華、夢しずく、さがうらら、ヒノヒカリ、たんぼの

夢、さがびより、山田錦、天使の詩、レイホウ、西

海１３４号、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、はる風ふ

わり、さちかおり、ミナミノカオリ、サチホゴール

デン、はるか二条、煌二条、イチバンボシ 
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大豆：フクユタカ 

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 

水稲：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、はるか二条、御島裸、長崎御

島 

大豆：フクユタカ 

 

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：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：フクユタカ、すずおとめ 

 

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、

はるみずき，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 

水稲：コシヒカリ、ひとめぼれ、つや姫、なつほ

のか、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、ミナミノカオリ、はるみずき、ト

ヨノカゼ、ハルアカネ、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 

※認定品種を

含みます 

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、クスタマモチ 

コシヒカリ、夏の笑み、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 52

号、クスタマモチ、宮崎早生かおり 

別途、認定品種

（準奨励）は有 

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 

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 

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 

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 
 

 

３）奨励品種決定のための試験 
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４）原々種・原種の生産 

 

 
 

５）種子生産ほ場の指定 

 

 
 

ほ場を指定する予定の県のコメント  なし 

 

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 種子協会からの報告によるほ場の特定を行う 

 

「その他」のコメント 

青森県 「指定」ではなく「承認」 

秋田県 JAが生産ほ場を設定 

福島県 種子生産組合等より、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 県の指定ではなく、報告としている 

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 
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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 県と奈良県米麦改良協会との覚書に基づき、奈良県米麦改良協会が指定し、報告を受けている。 

和歌山県 報告を受ける 

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 

 

６）種子の審査 

 

  
 

「その他」と回答した自治体のコメント 

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 

県と奈良県米麦改良協会との覚書に基づき、奈良県米麦改良協会により審査を実施し、結果の報告を受けて

いる。 

奈良県米麦改良協会が行うほ場審査に同行 

 

７）種子生産者への助言・指導 

 

 
 

奈良県：奈良県及び奈良県米麦改良協会が実施 
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８）ゲノム編集品種の種子生産について 

 

 
 

「その他」：青森県・岩手県・香川県 

 

９）奨励品種のうち品種登録されている品種について  

   

 品種名 コメント 

北海道 

水稲：吟風、ななつぼし、あやひめ、大地の星、ふっくりんこ、おぼろづき、彗星、ゆめぴりか、きたゆき

もち、きたしずく、きたくりん、きたふくもち、そらゆき、そらゆたか、えみまる（出願中） 

麦：キタノカオリ、きたほなみ、はるきらり、ゆめちから、つるきち、北見 95号（出願中）、札育２号 

大豆：いわいくろ、ハヤヒカリ、ユキホマレ、ユキシズカ、トヨハルカ、ゆきぴりか、タマフクラ、ユキホ

マレ R、ゆめのつる、とよみづき、スズマル R、とよまどか（出願中） 

小豆：しゅまり、とよみ大納言、きたほたる、きたろまん、ほまれ大納言、ちはやひめ（出願中）、エリ

モ１６７（出願中）、十育１７０号（出願予定） 

いんげん：福うずら、福良金時、絹てぼう、かちどき（出願中）、きたロッソ（出願中）、秋晴れ（出

願中） 

そば：キタノマシュウ、レラノカオリ、キタミツキ、北海Ｔ８号 

道は育成者権

者ではなく、稲、

麦、大豆の原原

種・原種の増殖

を行う利用者で

あるため、道が

育成者から受け

ている許諾の条

件を記載しまし

た。 

 

青森県 まっしぐら、青天の霹靂、華想い、あかりもち  

岩手県 金色の風、銀河のしずく（これらは代表的な品種）  

宮城県 

稲：やまのしずく、だて正夢、げんきまる、つや姫、東北 194号、ゆきむすび、たきたて、金のいぶ

き、こもちまる 

麦：夏黄金、あおばの恋、ホワイトファイバー 

大豆：すずほのか、あやこがね、きぬさやか 

 

秋田県 サキホコレ、めんこいな  

山形県 つや姫、雪若丸  

福島県 

水稲（粳）：里山のつぶ、五百万石、夢の香、ひとめぼれ、チヨニシキ、天のつぶ、コシヒカリ、まい

ひめ、あきたこまち、ふくひびき、福乃香、福笑い 

水稲（糯）：ヒメノモチ、こがねもち、あぶくまもち 

大豆：あやこがね、タチナガハ、里のほほえみ、おおすず、ふくいぶき 

大麦：シュンライ 

小麦：きぬあずま、ゆきちから 
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茨城県 

水稲：ひたち IL３号（出願中）、ひたち錦、にじのきらめき（出願中）、一番星、夢あおば 

陸稲：ひたちはたもち 

麦：さとのそら、きぬの波、ゆめかおり、カシマゴール、キラリモチ 

大豆：里のほほえみ、ハタユタカ 

ベニバナインゲン：常陸大黒 

 

栃木県 

いちご：とちおとめ、栃木ｉ27 号（スカイベリー）、なつおとめ、とちひめ、栃木 iW１号（ミルキーベ

リー）（出願中）、栃木ｉ37 号(とちあいか)（出願中） 

なし：にっこり、おりひめ 

うど：栃木芳香１号、栃木芳香２号 

あじさい：きらきら星、パラソルロマン（出願中）、エンジェルリング（出願中）、プリンセスリング

（出願中） 

りんどう：栃木ｒ２号（るりおとめ月あかり） 

栃木ｒ３号（るりおとめ星あかり） 

にら：ゆめみどり 

稲：とちぎの星、なすひかり、夢ささら（出願中） 

麦：ニューサチホゴールデン、もち絹香 

 

群馬県 

水稲：舞風 

小麦：きぬの波 

小麦：さとのそら 

 

埼玉県 彩のきずな、彩のかがやき  

千葉県 

水稲：ちば２８号（ふさこがね）、粒すけ（出願中）、ふさのもち 

麦類：さとのそら 

大豆：里のほほえみ、サチユタカ 

 

東京都   

神奈川県 

はるみ 

てんこもり 

さとのそら 

ゆめかおり 

カシマゴール 

 

新潟県 
こしいぶき、新之助、コシヒカリ新潟 BL４号、コシヒカリ新潟 BL１０号、コシヒカリ新潟 BL１１号、

コシヒカリ新潟 BL１３号、ゆきん子舞、越淡麗、新潟次郎 

県条例の施行

に伴い、2018

年度から「優良

品種」として扱

い 

富山県   

石川県 石川 65号  

福井県 

水稲：いちほまれ、イクヒカリ、あきさかり、さかほまれ 

麦：ファイバースノウ、はねうまもち、福井県大３号 

大豆：里のほほえみ 

 

山梨県   

長野県 

稲：天竜乙女（R3.3.12失効予定、）風さやか、山恵錦 

麦：ユメセイキ、ハナマンテン、ゆめかおり、ゆめきらり、東山 53号(ハナチカラ)、東山 55号(し

ろゆたか)、ファイバースノウ、シルキースノウ、ホワイトファイバー 

大豆：あやこがね、つぶほまれ、すずろまん（R3.3.19失効予定）、シュウレイ、すずほまれ、(星の

めぐみ)、(すずみのり) 

そば：タチアカネ、長野 S8号信州ひすいそばⓇ、桔梗 11号(長野 S11号) 信州ひすいそばⓇ 

県育成品種に

ついては別シー

トのとおり。 

他機関育成品

種は「つきあか

り」、登録番号：

27809 
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岐阜県 ハツシモ岐阜 SL  

静岡県 誉富士、葵美人  

愛知県 
みねはるか、ミネアサヒ SBL、ゆめまつり、あいちのかおり SBL、大地の風、もみゆたか、夢吟香、

こはるもち、きぬあかり、ゆめあかり 
 

三重県 みのりの穂、みのりの郷、なついろ、みえのゆめ、みえのえみ、三重 23号、神の穂  

滋賀県 みずかがみ、秋の詩、レーク 65、ふくさやか、ファイバースノウ  

京都府 京の輝き、せときらら  

大阪府   

兵庫県 きぬむすめ、ふくほのか、せときらら、ゆめちから、サチユタカ A1号  

奈良県 ふくはるか、サチユタカ、サチユタカ A1号  

和歌山県 当県で登録した品種はありません。  

鳥取県 星空舞  

島根県 きぬむすめ、つや姫、サチホゴールデン、サチユタカ  

岡山県 きぬむすめ、ふくほのか、サチホゴールデン、スカイゴールデン、サチユタカ  

広島県 広島 21号（こいもみじ）、千本錦  

山口県 きぬむすめ、恋の予感、せときらら、ふくさやか、トヨノカゼ、サチホゴールデン、サチユタカ  

徳島県 あわみのり、あきさかり  

香川県 おいでまい、さぬきの夢 2000、さぬきの夢 2009 

※「おいでま

い」については、

県や JA、生産

者、流通関係者

で構成する「お

いでまい」委員

会に登録してい

る栽培者のみ栽

培可能 

愛媛県 ひめの凛  

高知県 南国そだち、吟の夢、にこまる  

福岡県 元気つくし、実りつくし、夢一献、ちくしＷ2号、ほうしゅん、しゅんれい、はるしずく  

佐賀県 夢しずく、天使の詩、たんぼくの夢、さがびより  

長崎県 
水稲：つや姫、なつほのか、おてんとそだち、にこまる 

麦：ミナミノカオリ、長崎W2号、はるか二条、長崎御島 
 

熊本県 

水稲：くまさんの力、くまさんの輝き、やまだわら、華錦、あきまさり、ミズホチカラ 

麦：ミナミノカオリ、ニシノホシ、はるしずく 

大豆：すずおとめ 

 

大分県 
つや姫、なつほのか、にこまる、ミナミノカオリ、はるみずき、トヨノカゼ、ハルアカネ、サチホゴール

デン、すずおとめ 
 

宮崎県 まいひかり、おてんとそだち、夏の笑み、み系 358、宮崎 52号（出願中）  

鹿児島県 なつほのか、あきほなみ、あきのそら、さつま雪もち、さつま絹もち  

沖縄県 ちゅらひかり、ミルキーサマー  
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１０）独自の条例について 

＊2020年度は条例が制定された行政区が 10増えて、29道府県となった。 

 

 
 

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 小豆、えんどう、いんげん、

そば 

岩手県 
岩手県主要農作物等の種子等に関する条

例 

令和 3年（２０２１年）4月 1日 そば、雑穀、野菜、果樹及

び花き 

宮城県 主要農作物種子条例 令和 2年（2020年）4月  

秋田県 秋田県主要農作物種子条例 令和 3年（２０２１年）4月 1日  

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、にら 

群馬県 群馬県主要農作物種子条例 
令和２年（2020年）6月 23日 

 

埼玉県 埼玉県主要農作物種子条例 平成 30年（2018年）4月  

千葉県 千葉県主要農作物等種子条例 令和 2年（2020年）10月 20日 落花生 

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  

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  
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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 
 

三重県 三重県主要農作物種子条例 
令和 2年（2020年）９月 

 

滋賀県 
持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条

例 

令和３年（202１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  

島根県 
島根県農産物の種子及び種苗の安定的な

確保に関する条例 

令和３年（202１年）４月 
農産物全般 

広島県 広島県主要農作物等種子条例 
令和 2年（2020年）７月 主要農作物を除く野菜、花

きその他の農作物 

徳島県 徳島県主要農作物等種子条例 

令和３年（202１年）３月 あわ、きび（こきび）、たか

きび、ひえ、しこくびえ、そ

ば、たであい、ごうしゅいも 

愛媛県 愛媛県の未来を創る農業・農村振興条例 

令和３年（202１年）４月 第 18条で主要農産物

（稲、麦、大豆）の優良種

子生産の施策について県

の役割を規定。 

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 

 

１１） 2020年度共同での品種開発の取組み 

     

 
国の研究機関との共同開

発 

実施内容 民間企業との共同開発 実施内容 

北海道 

実施 国や他県の機関と育種母

材を交換するなど相互協

力している。 

実施 関連企業等の協力を得て

品質評価試験を実施して

いる。 

青森県 実施  無し  

岩手県 実施予定  実施予定  

宮城県 実施 非公開 実施 非公開 

秋田県     

山形県 実施 奨励品種決定調査 無し  

福島県 実施 育種母材の提供等   

茨城県 実施  無し  

栃木県 実施 二条大麦（ビール麦） 実施 二条大麦（ビール麦） 

群馬県     

埼玉県 実施 閉花性受粉に関する研究 無し  

千葉県 無し  無し  
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東京都     

神奈川県     

新潟県     

富山県     

石川県     

福井県     

山梨県     

長野県 無し  無し  

岐阜県 実施 穂発芽難品種の育成   

静岡県 無し  無し  

愛知県 実施 
中山間地域向け水稲品種

の育種素材の開発 
実施 

水稲・小麦品種の育成 

三重県 無し 
 

実施 
既存品種に対し病害抵抗

性を付与 

滋賀県 実施 

共同研究として農研機構

育成の系統を交配母本に

供試し、新品種に取り組ん

でいる。 

無し 

 

京都府     

大阪府 無し  無し  

兵庫県 無し  実施 JAグループとの共同研究 

奈良県 無し  無し  

和歌山県 無し  無し  

鳥取県     

島根県 無し  無し  

岡山県     

広島県 無し  無し  

山口県 無し  無し  

徳島県 無し  無し  

香川県     

愛媛県     

高知県     

福岡県     

佐賀県 実施 
早生多収大豆品種、水稲

品種の育成 
無し 

 

長崎県     

熊本県     

大分県 無し  無し  

宮崎県 実施 交配母本の活用 無し  

鹿児島県 実施 
水稲品種、系統の特性検

討 
 

 

沖縄県     
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１２）種子法廃止後も主要農作物等の種子生産を継続される理由・備考 

 

北海道 

主要農作物等の安定的な生産のためには、優良種子の安定供給が重要である。このため、種子法廃止後におい

ても、種子の安定供給が図られるよう、品種育成者、種子生産者及び関係機関等の責務を明らかにするとともに、

道が実施する施策その他必要な事項を定め、主要農作物等の安定的な供給及び品質の確保を図り、もって本道

の農業の持続的な発展に寄与することを目的に、「北海道主要農作物等の種子の生産に関する条例」を平成 31

年 4月に制定したところ。 

道では、本条例に基づき、種子計画の策定、主要農作物の原原種・原種の生産、種子生産ほ場の審査などを引き

続き実施しているところ。 

青森県 生産者に主要農作物の優良な種子を安定的に供給する体制を維持するため 

岩手県 
令和２年度までは、優良な種子の生産及び普及が必要と考え、要綱・要領を制定して対応。令和 3年度以降は、

「岩手県主要農作物等の種子等に関する条例」が制定されたことが根拠となる。 

宮城県 主要農作物種子条例に県の種子生産の関わりが規定されているため。 

秋田県 
高品質な主要農産物の生産に欠かせない優良な種子の確保及び安定的な供給は、本県農業の持続的な発展に

寄与するため 

山形県 本県の農業の更なる発展を図る上で、主要農作物の優良な種子の低廉かつ安定的な供給が不可欠であるから。 

福島県 
優良な種子の供給は、農業振興上、最も基本的で重要な事項であることから、引き続き品質の高い種子を安定し

て供給できるように取り組んでいくため 

茨城県 
主要農作物等の種子の生産に関し必要な事項を定めることにより、需要が見込まれる主要農作物等の種子の生

産の安定及び品質の改善を図ることで本県農業者の農業所得の増大に寄与することが重要であるため。 

栃木県 
本県農産物の競争力の強化に資する奨励品種の優良な種苗の安定的な供給の促進を図り、もって本県の農業

の持続的な発展に寄与するため。 

群馬県 主要農作物種子の安定供給と品質の確保を図る 

埼玉県 
主要農作物の優良な種子の生産及び普及を推進し、埼玉県の主要農作物の品質の確保及び安定的な生産に

寄与するため 

千葉県 主要農作物等の品質の確保及び安定的な生産を図るため。 

東京都  

神奈川県 本県の水田農業の振興に必要な業務であるため 

新潟県 
米主産県である本県においては、県育成の独自品種も多くある中で、優良種子の生産・供給は新潟米生産の根

幹であり、今後も、県が主体となって種子の安定した生産・供給体制を維持する必要があるため 

富山県  

石川県 本県の主要農作物の品質の確保及び安定的な生産に取り組むため 

福井県 
福井県では多くの奨励品種、準奨励品種等があり、それらの品種の品質や安定生産を守るため、自県で生産を

賄っていく必要があると考えるため。 

山梨県 優良な種子を安定的に生産・供給し、農業者の経営安定を図るため 

長野県 優良種子の安定供給体制の維持 

岐阜県 条例に基づき、県が責任を持って水稲・麦・大豆の優良な種子生産を行っています。 

静岡県 生産者の要望にこたえるため。 

愛知県 
主要農作物の優良な種子の安定的な供給を図ることによって、主要農作物の品質の確保及び安定的な生産に

寄与し、消費者へ安全で安心できる食糧を安定的に供給するため。 

三重県 本県の主要農作物の品質確保と安定生産を通じ、消費者への安全・安心な食料供給に寄与するため 

滋賀県 
持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例第 10号の規定に基づき、県内における主要農作物の優良な種子

の安定的な生産および供給を促進するため 

京都府 
府内の農産物を継続的に生産し、府民の食料を確保する上で、良質かつ安価な種子を安定生産することは極め

て重要であり、そのためには京都府が責任をもって種子供給する必要があるため。 

大阪府 水稲種子の安定供給のため 
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兵庫県 
主要農作物の生産力を維持・増進していくためには、優良な種子の生産と安定供給が不可欠であると考えるた

め。 

奈良県 県の責務として主要農作物の種子生産を行う必要があるため。 

和歌山県 県内の生産者に優良な水稲種子を供給するため。 

鳥取県 優良な品種を安定的に普及・確保するため。 

島根県 多様化する需要に応じて的確に農産物を生産するために必要な種子の安定的な確保を図るため。 

岡山県 
基幹的な作物である稲、麦類及び大豆については、優良な種子を生産し、普及を進める必要がありますが、種子

の安定供給のためには法廃止前と同様の体制を維持する必要があると考えております 

広島県 
奨励品種種子の生産を県が行うことをもって、種子の安定供給や品質を維持し、本県農業の生産性向上、持続的

な発展、県民の食の安全につなげるため 

山口県 優良な種子の生産及び普及を促進し、農業者の経営安定や消費者への安定供給を推進するため。 

徳島県 優良な種子の安定的な確保を図ることで、本県の農業振興及び関連産業の発展並びに文化の継承に寄与する。 

香川県 
本県農業経営の基盤である稲、麦類及び大豆の優良種子を、従来（種子法廃止前）と同水準の品質及び価格で

安定的に供給できる体制を維持するため。 

愛媛県 愛媛県主要農作物（稲、麦及び大豆）採取事業実施要領に基づき、適正な種子生産に資するため。 

高知県 県内に採種農家もおり、優良な種子の生産は重要であるから 

福岡県 
福岡県農林水産業・農山漁村振興条例と福岡県稲、麦類及び大豆の種子の安定供給に関する基本要綱に基づ

き、県が優良種子の生産と普及に取り組んでいます。 

佐賀県 優良な種子の供給は、米、麦類および大豆の生産振興において、特に重要であるため。 

長崎県  主要農作物の優良かつ安価な種子を安定的に農業者へ供給することは、県の責務であるとしているため。 

熊本県  将来にわたって主要農作物の優良な種子の安定的な生産及び供給を確保するため。 

大分県 県の奨励する主要農産物品種の種子の安定確保は、主要農作物振興上の重要事項であるため。 

宮崎県 

生産者及び農業団体から将来にわたって安定的な種子の生産体制が維持されるのか不安との意見があり、生産

者等の不安を解消し、安価で優良な種子を生産者へ安定的に供給していくことは、本県主要農作物等の高品質・

安定生産の観点からも極めて重要であるから 

鹿児島県 県の主要農作物の優良な種苗の将来にわたる安定的な生産及び供給を図るため 

沖縄県 農産物の安定生産及び生産性向上のため。 

 

 


