
2021年調査　都道府県主要農作物等の種子生産に関する施策

自治体 条例名 施行日
主要農作物以外の

対象作物
要綱・要領 種子法廃止後も種子生産を継続する理由

1 北海道 北海道主要農産物等の種子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

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。

2 青森県 要領・要綱
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

3 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

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。

4 宮城県 主要農作物種子条例 令和 2 年（2020 年）4 月
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。

5 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
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

http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/PDF/%EF%BC%94/jyourei.pdf
https://iwatekengikai.gijiroku.com/voices/GikaiDoc/attach/Ik/Ik934_shushi.pdf
http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/PDF/%EF%BC%94/761286.pdf
https://common3.pref.akita.lg.jp/koho3/uploads/archives/5030312g0141_file1_1615438629.pdf


自治体 条例名 施行日
主要農作物以外の

対象作物
要綱・要領 種子法廃止後も種子生産を継続する理由

6 山形県 山形県主要農作物種子条例 平成 30 年（2018 年）10 月
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。

7 福島県 要領・要綱

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

8 茨城県 茨城県主要農作物種子等条例 令和 2 年（2020 年）4 月
そば、その他知事

が定める作物

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。

9 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、りんどう、あ

じさい、にら

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。

10 群馬県 群馬県主要農作物種子条例 2020年6月23日 主要農作物種子の安定供給と品質の確保を図る

11 埼玉県 埼玉県主要農作物種子条例 平成 30 年（2018 年）4 月
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

12 千葉県 千葉県主要農作物等種子条例 2020年10月20日 落花生 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。

13 東京都

14 神奈川県 要領・要綱 本県の水田農業の振興に必要な業務であるため

15 新潟県 新潟県主要農作物種子条例 平成 30 年（2018 年）4 月

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

16 富山県 富山県主要農作物種子生産条例 平成 31 年(2019 年)1 月

https://www3.e-reikinet.jp/yamagata-ken/d1w_reiki/H430901010058/H430901010058.html
https://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/ao40020361.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ae10118831.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ae10118831.html
http://www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FE9A39A&houcd=H502901010049&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj
https://www3.e-reikinet.jp/saitama-pref/d1w_reiki/43090101002000000000/43090101002000000000/43090101002000000000.html
http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/PDF/%EF%BC%94/%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B.pdf
https://www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00001779.html
http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/i001RG00001601.html


自治体 条例名 施行日
主要農作物以外の

対象作物
要綱・要領 種子法廃止後も種子生産を継続する理由

17 石川県 石川県主要農作物種子条例 令和 2 年（2020 年）4 月
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

18 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

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。

19 山梨県 要綱
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

20 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 優良種子の安定供給体制の維持

21 岐阜県 岐阜県主要農作物種子条例 平成 31 年(2019 年)4 月
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。

22 静岡県 通知 生産者の要望にこたえるため。

23 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

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。

24 三重県 三重県主要農作物種子条例 2020年9月1日施行
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

25 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1日

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

26 京都府 要領

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。

27 大阪府 要領 水稲種子の安定供給のため

https://www1.g-reiki.net/ishikawa/reiki_honbun/i101RG00001440.html
http://www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8063677A&houcd=H431901010006&no=1&totalCount=2&jbnJiten=5020216
http://www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8063677A&houcd=H431901010006&no=1&totalCount=2&jbnJiten=5020216
http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/PDF/%EF%BC%94/0716kohu_shushi_jorei_honbun.pdf
http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/PDF/%EF%BC%94/0716kohu_shushi_jorei_honbun.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/gikai/19990.html
https://www.pref.aichi.jp/engei/shushi/pdf/jourei.pdf
https://www.pref.aichi.jp/engei/shushi/pdf/jourei.pdf
https://www3.e-reikinet.jp/mie-ken/d1w_reiki/50290101004300000000/50290101004300000000/50290101004300000000.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5239380.pdf


自治体 条例名 施行日
主要農作物以外の

対象作物
要綱・要領 種子法廃止後も種子生産を継続する理由

28 兵庫県 主要農作物種子生産条例 平成 30 年（2018 年）4 月
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。

29 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。

30 和歌山県 要領・要綱 県内の生産者に優良な水稲種子を供給するため。

31 鳥取県 鳥取県農作物種子条例 令和元年(2019 年)7 月 優良な品種を安定的に普及・確保するため。

32 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1日 農産物全般

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。

33 岡山県 要領・要綱

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

34 広島県 広島県主要農作物等種子条例 2020年7月6日施行

主要農作物を除く

野菜、花きその他

の農作物

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

35 山口県 要領・要綱
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。

36 徳島県 徳島県主要農作物等種子条例 令和3年（2021年）3月19日

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

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。

37 香川県 要領

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。

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85CFF43A&houcd=H430901010031&no=1&totalCount=2&jbnJiten=5020216
https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001945.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/info/kenpou/index.data/2-156.pdf
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/info/kenpou/index.data/2-156.pdf
http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/PDF/%EF%BC%94/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B.pdf
https://www.pref.tokushima.lg.jp/gikai/honkaigi/jyorei/5044218/


自治体 条例名 施行日
主要農作物以外の

対象作物
要綱・要領 種子法廃止後も種子生産を継続する理由

38 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1日

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。

要領
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。

39 高知県 要綱 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

40 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

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。

41 佐賀県 要領
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。

42 長崎県 要綱
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。

43 熊本県
熊本県主要農産物の種子の生産及び供給に関す

る条例
令和元年(2019 年)12 月

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。

44 大分県 要領・要綱
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。

45 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

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

46 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

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

47 沖縄県 要綱 農産物の安定生産及び生産性向上のため。

https://www.pref.ehime.jp/gikai/katsudou/jourei/nougyounousonshinkoujyourei.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/384113_54370241_misc.pdf
https://www1.g-reiki.net/kumamoto/act/frame/frame110010880.htm
https://www1.g-reiki.net/kumamoto/act/frame/frame110010880.htm
https://www3.e-reikinet.jp/miyazaki-ken/d1w_reiki/H431901010012/H431901010012.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ag06/documents/80525_20200413191001-1.pdf
http://www.pref.kagoshima.jp/ag06/documents/80525_20200413191001-1.pdf

