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       国内産農産物の銘柄設定等申請に係る意見聴取会議事録(滋賀県)  

 
１ 開催日時：令和４年１２月２日（金） １３：３０～：１４：４５ 

２ 開催場所：近畿農政局滋賀県拠点５F 共用会議室３、４ 

３ 出席者： 

（行政機関）   滋賀県農政水産部みらいの農業振興課 技師          大角 実聖 

（学識経験者）  滋賀県農業技術振興センター栽培研究部 専門員        吉田 貴宏 

         滋賀県農業技術振興センター栽培研究部 技師         山口 航平 

（関係機関）   全国農業協同組合連合会滋賀県本部米麦農産部 次長      澤  裕史 

         滋賀県農産物検査協議会                   宿谷 安弘 

近江米振興協会 事務局長                  小久保 泰 

         滋賀県主食集荷商業協同組合 事務局             植村 二郎 

（登録検査機関） 全国農業協同組合連合会滋賀県本部 農産物検査課       柴田 良一 

         一般財団法人日本穀物検定協会関西神戸支部滋賀出張所 所長  橋本 英紀 

（申請者）    滋賀県農政水産部みらいの農業振興課 主任技師        塚本 敬之 

         グリーン近江農業協同組合営農事業部農産販売促進課 課長   安孫子 雅則  

         中村農園 代表                       中村 好伸 

（近畿農政局）  生産部生産振興課 課長補佐                 隅井  豊 

         生産部生産振興課 検査技術指導官              高須 哲也 

         滋賀県拠点 総括農政業務管理官               杉本 善正 

４ 議事  

【開会】 

司会（近畿農政局） 

 只今から「国内産農産物の銘柄設定等に係る意見聴取会」を開催いたします。  

 本日の司会を務めます近畿農政局生産振興課の隅井です。 

 本日は、コロナ禍の状況であることから少人数、短時間での開催に努めますので、みなさまのご理解、ご協力

よろしくお願いします。 

 さて、当意見聴取会にはマニュアルの規定により「有識者等の同意により、申請者を同席させることができ

る。」とあることから、本日、申請者の方にもご出席をいただいておりますことをご了承をお願いします。 

 また、本日いただきましたご意見については、議事録を作成する必要があることからご発言はすべて録音させ

ていただきますので、併せてご了承ください。 

 なお、今回の意見聴取に係る一般からの意見及び傍聴希望はありませんでしたので、ご報告いたします。 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして進行させていただきたいと思います。 

 議事次第２の「開会の挨拶」については、少人数での開催ということで恐縮ですが私のほうからさせていただ

きます。 

【近畿農政局 あいさつ 】 

 省略 

司会  
 まず、配布資料の確認をお願いします。 
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 議事次第、出席者名簿、資料１～資料６及び資料７銘柄設定申請書を配付しております。よろしいでしょうか。 

 次に、本日の議事進行及び注意事項についてご説明します。お手元の議事次第をご覧ください。 

 議事次第３の国内産農産物銘柄設定等に係る農産物検査に関する基本要領の改正のポイントについて及び議事次

第４の銘柄設定等申請手続き及び申請状況等については、このあとこちらから説明します。 

続いて議事次第５の銘柄設定等の申請内容に関する説明、意見聴取では、本日は廃止を含め４つの設定等申請が

あがっていますので、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米、普通裸麦、普通小粒大麦の順に実施させていただきま

す。 

まず、最初に水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米「滋賀82 号」、「滋賀83号」の申請者から申請品種の概要、

申請の趣旨等の説明をお願いします。 

次に、普通裸麦「フクミファイバー」の申請者から申請品種の概要、申請の趣旨等の説明をお願いします。 

最後に廃止申請である普通小粒大麦「ミノリムギ」の申請者から申請の趣旨等の説明をお願いします。 

その後、展示資料の確認として皆さまに「滋賀82号」、「滋賀83号」、「フクミファイバー」 の現物を実際に

見ていただき、品種特性により銘柄鑑定が可能であるか判断していただきます。 

次に一括して申請者に対するご質問をお受けしたあと 「意見聴取」で申請内容について、「滋賀82号」、「滋

賀83号」、「フクミファイバー」の銘柄設定、「ミノリムギ」の廃止の適否等についてご意見をいただきたいと思

います。 

以上のように全ての申請内容に関する説明から意見聴取が終わったあと、一括して議事次第６で総括的な意見の

とりまとめをさせていただき、16時 00分を目処に終了したいと思います。 

なお、意見については銘柄設定の関連意見について伺うこととし、銘柄設定以外について特にあれば、意見聴取

会終了後にお聞きすることとしますので、よろしくお願いします。 

また、本日配布しました資料のうち資料７申請書関係資料については、意見聴取会終了後回収させていただきま

すので、ご了承願います。 

それでは、議事次第３の国内産農産物銘柄設定等に係る農産物検査に関する基本要領の改正のポイント及び議事

次第４の銘柄設定等申請手続き及び申請状況等についてを一括して、近畿農政局高須検査技術指導官から説明いた

します。 

【基本要領の改正のポイント及び申請手続き、申請状況説明】  

近畿農政局  

 資料１についてご説明します。令和３年５月の農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会の取りまとめによ

り、令和４年３月に農産物検査に関する基本要領が以下のとおり改正されました。その中で、銘柄設定等に係る

部分の基本要領の改正についてご説明します。 

 １の産地品種銘柄検査方法の変更として、水稲うるち玄米の銘柄検査が目視検査から書類審査に変更されたこ

とにより生産者は、下記①及び②の提出が必要となりました。①としてどのような種苗を用いて生産されたかが

わかる資料、例えば種苗の購入記録等。②として全体の作付け状況及び品種ごとの作付状況がわかる資料、例え

ば水稲生産実施計画書兼営農計画書、水稲共済細目書異動申告書、営農日誌等、となっています。 

 ２の産地品種銘柄の設定申請ですが、産地品種銘柄の申請に関して新たに産地品種銘柄を設定する場合には、

２年間の栽培試験により農産物の特性を把握していましたが、先ほど説明しました水稲うるち玄米の銘柄検査が

目視検査から書類審査に変更されたことを踏まえ、①及び②を改正しています。①として目視鑑定が可能である

ことという要件を廃止しています。②として農産物の特性等を把握するための栽培試験について、１年に短縮す

ることにより産地品種銘柄の設定の手続の簡素化しています。 



- 3 - 

 ３の産地品種銘柄の廃止ですが、登録検査機関の業務の増大を招かないよう①及び②のような取引ニーズのな

い品種銘柄・産地品種銘柄は、速やかに廃止するということで、①として年間の検査実績が 10 トン未満の銘

柄。特に水稲うるち玄米において試験的に栽培している品種を申請する場合は、３年後に生産流通されない品種

（10 トン未満）について取消す。②として検査ニーズの実態等に鑑み廃止することが適当なものとして都道府県

その他の関係者から提案があった銘柄については廃止検討銘柄とし、関係者の意見を聴取した上で問題がなけれ

ば廃止する。以上が銘柄設定等に係る農産物検査に関する基本要領の改正のポイントの説明です。 

次に、銘柄設定等の申請手続き及び申請状況です。 

 近畿農政局では、令和５年産の銘柄設定等の手続きについて、近畿農政局ホームページに令和４年８月 31 日

に掲載し令和４年 10 月３日から 10 月 31 日の間に銘柄設定等の要望等の受付を行いました。 

 その結果、滋賀県では水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米の産地品種銘柄に係る選択銘柄として、「滋賀 82

号」及び「滋賀 83 号」が滋賀県様より申請がありました。 

 また、普通裸麦の産地品種銘柄に係る選択銘柄として「フクミファイバー」が中村農園様より申請がありまし

た。 

 また、普通小粒大麦の産地品種銘柄に係る必須銘柄の「ミノリムギ」の廃止申請がグリーン近江農業協同組合

様よりありました。 

 本日の意見聴取の結果、銘柄の設定等について設定する必要が認められた場合には、近畿農政局より農林水産

省農産局長あてに申請します。 

 農産局長は、申請に基づき銘柄の設定等を行う必要があると認めた場合は、農林水産大臣が行う農産物規格規

程の改正の手続きを令和５年３月末までに行います。 

 次に、農産局長から一部改正の通知が各地方農政局長に通知され、申請者に結果を通知、関係者のみなさまに

は一部改正の周知という手続きとなっています。 

 以上のように取り進められると、令和５年産より申請のあったそれぞれの銘柄検査が可能となります。 

 なお、申請者におかれましては、銘柄に設定された旨の通知が届きましたらマニュアルに基づき速やかに各登

録検査機関配布用のサンプル２㎏程度を近畿農政局へ提出していただきますようお願いします。以上です。 

【銘柄設定の申請について】  

司会 
 それでは、議事次第５の銘柄設定等の申請内容に関する説明、意見聴取を行います。 

それでは最初に水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米について、滋賀県様より申請品種の概要、申請の趣旨の説

明をいただきます。今回、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米の銘柄設定について、「滋賀 82 号」と「滋賀 83 号」

と２品種申請されていますが、このうち「滋賀 82 号」について取下げの意向があると聞いていますので、まず「滋

賀 82 号」の取下げ理由について、ご説明をお願いします。 

 それでは滋賀県様よろしくお願いします。 

●〔「滋賀82 号」の申請取下げの説明〕 

申請者：滋賀県 

 滋賀県から申請していました「滋賀 82 号」については、申請を取下げます。その理由としまして、滋賀県か

ら新品種候補として「滋賀 82 号」と「滋賀 83 号」と２品種ありましたが、両品種を比較したところ「滋賀 83

号」の方が生育が優れていること、品質も良いことことから、銘柄設定の申請をしていました「滋賀 82 号」に

ついては、銘柄設定の申請を取下げますのでよろしくお願いします。 

司会 
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 ありがとうございました。「滋賀 82 号」の申請は取下げるとの説明をいただきました 

 それでは、次に「滋賀 83 号」について、滋賀県様より資料７の申請書資料に基づき、申請品種の概要、申請

の趣旨の説明を、そのあと銘柄鑑定に関する報告書を提出いただいた全農滋賀県本部様から説明をお願いしま

す。 

 それでは滋賀県様よろしくお願いします。 

●〔「滋賀 83 号」の申請内容説明〕 

申請者：滋賀県 

 私のほうから申請の概要と理由を説明し、本日試験場である農業技術振興センターから職員が出席しています

ので、品種の特性等についてはそちらから説明させていただきます。 

 申請を行う内容は銘柄の設定、銘柄の区分は産地品種銘柄、農産物の種類は水稲うるちもみ及び水稲うるち玄

米、産地は滋賀県、品種名は「滋賀 83 号」、必須・選択の区分は、選択銘柄です。 

 申請する理由は、滋賀県では近年、中生の晩熟期では出穂期以降の台風や長雨への遭遇、高温登熟の影響によ

って収量や品質が低下するケースが増えています。この熟期の主要品種である「日本晴」は食味、「秋の詩」は

耐倒伏性が劣るといった問題があります。また、これらの品種は 高温登熟に対して十分な耐性を備えていませ

ん。 

こうした中、滋賀県農業技術振興センターにおいて、中生の晩熟期で食味、収量性、玄米外観品質が優れ、か

つ耐倒伏性、高温登熟性が強くて安定した生産が可能な主食用米品種「滋賀 83 号」を育成しました。 

 「滋賀 83 号」は、「日本晴」および「秋の詩」と比較し、良食味、多収であり、気候変動下において栽培し

やすく、近江米ブランドを牽引する主力になると期待できる品種です。 

 令和５年産の作付面積は 60ha 程度の見込みで、令和６年産には 500ha の作付けを目標として滋賀県全域を対

象に推進を図ることとしています。 

 以上のことから「滋賀 83 号」の推進を図り、近江米のブランド力向上につなげるためには産地品種銘柄の表

示が必要であり、銘柄設定の申請を行います。 

 生産状況は令和４年産 1.2ha となっています。 

検査を行う予定の登録検査機関は、全国農業協同組合連合会滋賀県本部、レーク滋賀農業協同組合、甲賀農業協

同組合、グリーン近江農業協同組合、滋賀蒲生町農業協同組合、東能登川農業協同組合、湖東農業協同組合、東び

わこ農業協同組合、レーク伊吹農業協同組合、北びわこ農業協同組合、滋賀農産物検査協同組合、滋賀農民連産直

農業協同組合、有限会社フクハラファーム、一般財団法人日本穀物検定協会関西神戸支部滋賀出張所、有限会社カ

タギリ、株式会社二五八のうけん、びわこ食糧検査合同会社です。 

品種の特性等については、滋賀県農業技術振興センターからご説明します。 

学識経験者：滋賀県農業技術振興センター 

 来歴について簡単に説明します。母親が「にこまる」、父親が「滋賀 69 号」ということになります。「滋賀 69

号」は、一般に流通していない育成系統ですが、親をたどっていきますと、「ヒノヒカリ」、「滋賀 62 号」(のち

の秋の詩)、「ゆめおうみ」が入っていて、「ヒノヒカリ」「秋の詩」は、親をたどると「コシヒカリ」となりま

すし、「にこまる」も親が「きぬむすめ」で、親をたどっていくと「コシヒカリ」となります。「コシヒカリ」の

良食味を母親からも父親からも受けつつ、高温登熟性が優れている「にこまる」、倒れにくいと評価されている「ゆ

めおうみ」といった形質を引き継いだ品種として育成してきました。 

 特徴として、出穂期は「日本晴」より１日遅く、「秋の詩」より４日早い。成熟期は「日本晴」より２日遅く、

「秋の詩」より４日早い中生の晩熟期の粳種です。「日本晴」、「秋の詩」より多収であり、玄米外観品質も優れ

ています。食味は「日本晴」及び「秋の詩」より優れています。稈長は「日本晴」、「秋の詩」より短く、耐倒伏

性は「強」と評価しています。高温登熟性は「日本晴」、「秋の詩」より強い「やや強」であり、穂発芽性は「秋
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の詩」と同等の「やや難」で、葉いもちほ場抵抗性は「秋の詩」より優れ、「日本晴」と同等の「中」、穂いもち

ほ場抵抗性は「秋の詩」より強いが「日本晴」より弱い「やや弱」と評価しています。近年、滋賀県でも発生して

いる縞葉枯病には抵抗性遺伝子を持っていませんので罹病性となっています。 

申請者：滋賀県 

種苗法に定める育成者権の侵害の行為を及ぼさない状況については、申請者が育成者より権利の継承を受けて

おり、育成者権を有しているため、該当しません。種子については、令和５年播き用は滋賀県農業技術振興センタ

ーが生産し供給します。その後は、県内の水稲採種需給計画に位置づけ県内で種子生産を行こととしています。 

司会 

 続きまして、銘柄鑑定に関する報告書について、全農滋賀県本部様よろしくお願いします。 

検査を行う予定の登録検査機関：全国農業協同組合連合会滋賀県本部 

 銘柄の設定等申請における銘柄鑑定に関する報告書ですが、滋賀県知事が申請する下記農産物について、当登

録検査機関が検査を行う予定としており、申請において必要な品種鑑定上の特徴について、下記のとおり整理し

ましたので報告します。 

 銘柄の区分は、産地品種銘柄、農産物の種類は、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米、産地については、滋賀

県。品種名は、「滋賀 83 号」、必須・選択の区分は、選択銘柄です。この品種に係る品種鑑定上の特徴につき

まして、玄米は「日本晴」及び「秋の詩」に比べてやや大粒で、千粒重は大きい。粒形はやや細長く、頂部は丸

みを帯び、色沢は飴色で光沢があり、縦溝はやや目立つ。高温登熟性に優れているため、高温年でも白未熟粒の

発生が少なく、外観品質に優れる。 

 以上により、品種鑑定が可能であることを報告します。 

司会 

 ありがとうございました。 

続きまして、普通裸麦の「フクミファイバー」について中村農園様より資料７の「申請書資料」に基づき、申

請品種の概要、申請の趣旨の説明をそのあと銘柄鑑定に関する報告書を提出いただいた日本穀物検定協会様から

説明をお願いします。  

 中村農園様、申請書に基づき説明をお願いします。 

●〔「フクミファイバー」の申請内容説明〕 

申請者：中村農園 

 申請を行う内容は銘柄の設定、銘柄の区分は産地品種銘柄、農産物の種類は普通裸麦、産地は滋賀県、品種名

はフクミファイバー、必須・選択の区分は選択銘柄です。 

 申請する理由については、フクミファイバーは３年前にもち麦ブームを起こしたキラリモチ同様モチ性麦で炊

飯しても黒ずみにくい遺伝子を持ち、かつ、健康要素である水溶性食物繊維がキラリモチの２倍あるため、キラ

リモチの半量で１日の摂取量がとれる。また、白米に混ぜ込む量も少なくて済み、かつ小粒でご飯と同じサイズ

のため白米のみのご飯とそん色なく、もち麦ご飯の苦手な方にも受け入れられます。実需者から早期に量産を期

待されているため、滋賀県での普及拡大を目指して銘柄設定を申請します。 

 生産状況ですが、令和３年産は 1.4ha、令和４年産は 3.2ha となっています。 

 検査を行う予定の登録検査機関名は、一般財団法人日本穀物検定協会関西神戸支部滋賀出張所です。 

 産地での農産物の特性及び生育の特性について、本品種は、六条、やや短稈で、もち性の裸麦である。「キラ

リモチ」と比較すると出穂期、成熟期ともに 1 日ほど遅い。稈長は、９センチ程度長く、粒の色は淡黄色（キラ

リモチ同様）、千粒重は小さく、β-グルカン含量は２倍あり、硝子率はやや大きい。 

 来歴ですが、アミロースフリーのモチ性で amo1 遺伝子を持つ「四Ｒ系 3755」と、ant28 遺伝子を持つ「四系
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9814」との交配により育成された品種で、2019 年に品種登録されました。 

 種苗法に定める育成者権の侵害の行為を及ぼさない状況について、本品種は、農研機構において、2018 年 11

月 1 日に登録出願され、2019 年 2 月 13 日に出願公表されました。 

育成者権者である農研機構と利用許諾契約をしている兵庫県福崎町もち麦産地振興協議会から種子を自家生産

種苗として購入しているため、育成者権を侵害しません。 

なお、育成者権者に銘柄の設定を行い、滋賀県産フクミファイバーとしたい旨確認し了解を得ています。 

司会 
 ありがとうございました。 

 続きまして、日本穀物検定協会様よろしくお願いします。 

検査を行う予定の登録検査機関：日本穀物検定協会関西神戸支部滋賀出張所 

 中村農園さんから申請のありました「フクミファイバー」について、令和３年、令和４年と検査をいたしまし

た。「フクミファイバー」ついて今後も検査を行う計画をしています。申請において必要な品種鑑定上の特徴につ

いて、報告させていただきます。 

 銘柄の区分は産地品種銘柄、農産物の種類は普通裸麦です。産地は滋賀県、品種名はフクミファイバー、必須・

選択の区分は選択銘柄です。 

 品種鑑定上の特徴は箇条書きとしています。３の産地で栽培された品種に係る品種鑑定上の特徴として、粒は

「キラリモチ」と比較して小粒、粒全体に光沢がなく白色を呈している、粒の背面に基部から頂部にかけて縦長の

くぼみが見受けられるという特徴がある。粒張りは「キラリモチ」に比べて良くない。腹部の縦溝は「キラリモ

チ」に比べ全体に浅い。粒の一部にやけ粒に近い黒色を呈する粒がみられるが精麦にした段階でとれる。形質は良

くないので上位等級は見込めない可能性がありますが、銘柄鑑定は可能です。 

司会 

 ありがとうございました。 

 最後になりましたが、普通小粒大麦の「ミノリムギ」の銘柄廃止申請について、グリーン近江農業協同組合様か

らご説明をお願いします。 

 グリーン近江農業協同組合様、申請書に基づき説明をお願いします。 

●〔「ミノリムギ」の申請内容説明〕 

申請者：グリーン近江農業協同組合 

 農産物規格規程の変更を願いたく申請します。申請を行う内容は、銘柄の廃止です。銘柄の区分は産地品種銘

柄、農産物の種類は普通小粒大麦です。産地は滋賀県、品種は「ミノリムギ」、必須・選択の区分は必須銘柄です。 

 申請理由ですが、令和元年産から４年産に至る間、作付面積及び検査実績がないこと、また、既に「ファイバー

スノウ」に作付転換されており、今後、作付けされる状況にはないことから銘柄の廃止を申請します。参考とし

て、平成 29 年には、969 トン、平成 30 年には 284 トン検査実績がありましたが、令和元年からは作付面積はあり

ませんので報告します。 

司会 

 ありがとうございました 

これより、設定申請のあった「滋賀 83 号」及び「フクミファイバー」に係る展示サンプルの確認をお願いしま

す。 

 確認に当たっては、それぞれの申請書様式第１-４号の６の品種鑑定上の特徴をご参照いただきながらご覧くだ

さい。 
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 なお、時間は概ね 10 分程度を目途に行ってください。よろしくお願いします。 

【銘柄設定に対する意見聴取】  
司会  
 それでは、さきほど申請内容の説明があり、またサンプルをご覧いただきましたが、どの部分からでも結構です

ので関係機関のみなさまから申請者に対しまして、ご質問がありましたらお受けしたいと思います。 

 なお、質問者は所属、氏名を述べられたうえ、簡潔にお願いします。 

ご質問はありませんか。                                                       

 無いようですので、次に進めたいと思います。 

それではこれより意見聴取に移りたいと思います。 

 まず、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米の「滋賀 83 号」から意見聴取を行います。 

 発言の方法につきましては、最初に申請に対する是非を述べ、その後に理由を述べる方式で発言をお願いしま

す。 

 行政機関にあっては生産振興面から、試験研究機関は良品質米の普及と栽培技術面から、生産者団体は団体で

進めている農業対策及び生産販売面から、登録検査機関は農産物検査実務面から、実需者は消費者ニーズ等の観

点からご意見をいただければ幸いです。 

 なお、質問者は所属、氏名を述べられたうえ、簡潔にお願いします。 

 それでは各機関からご意見をお伺いしたいと思います。 

 今のところご意見がないようですので、こちらからお聞きします。 

 まず、銘柄鑑定ですがお手元の様式第１－４号に基づき、銘柄鑑定が可能か、検査等級は１等～３等に格付けさ

れるものであったか、お伺いします。全農滋賀県本部様は、銘柄鑑定が可能ということですが改めて可能か、また

４年産で検査を実施されていれば等級の格付けについてもお伺いします。 

登録検査機関：全国農業協同組合連合会滋賀県本部 

 銘柄鑑定は可能です。４年産の検査はしていません。 

司会 

その他ご出席いただいている登録検査機関にも聞きします。 

滋賀県農産物検査協議会様いかがでしょうか。 

関係機関：滋賀県農産物検査協議会 

 鑑定は可能です。 

司会 

 日本穀物検定協会様いかがでしょうか。 

登録検査機関：日本穀物検定協会関西神戸支部滋賀出張所 

 鑑定は可能です。 

司会 

 グリーン近江農業協同組合様いかがでしょうか。 

登録検査機関：グリーン近江農業協同組合 

 鑑定は可能です。 

司会 

 各機関、銘柄鑑定は可能と判断されていますので、次に進みます。 

 生産振興面から全農滋賀県本部様ご意見ございますか。 
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関係機関：全国農業協同組合連合会滋賀県本部 

 特段ございません。 

司会 

 近江米振興協会様ご意見ございますか。 

関係機関：近江米振興協会 

 滋賀県の場合、早生品種が７割を占めていた中で中生品種ができることは良いと思います。 

司会 

 こちらからお伺いしたいことがあります。栽培地は県下全域でしょうか。 

申請者：滋賀県 

 県下全域を予定しています。 

司会 

 日本晴、秋の詩と置き換えるというイメージでしょうか。 

申請者：滋賀県 

 それについては、今後作付の状況を見ながら総合的に判断したいと考えています。 

司会 

 種子について、申請書によると令和６年産の作付けは 500ha を目標とありますが、作付け面積に見合う種子の

供給は可能ということでしょうか。 

申請者：滋賀県 

 現在検討中の計画では可能と考えています。 

司会 

 生産振興面では特に問題がないので、次に進みます。 

良質米生産普及、栽培技術面から滋賀県農業技術振興センター様特段ご意見ございますか。 

学識経験者：滋賀県農業技術振興センター 

 説明したとおりですが、倒伏しにくく作りやすい品種だと考えています。良質米生産という意味では倒れにく

いがために肥料をやりすぎてタンパクが上がり食味が落ちるということを若干懸念しています。そういったとこ

ろについて気を付けて生産すれば良質米を安定して生産できる品種と考えています。 

司会 

 令和 4 年(産)の反収はどの程度でしたか。 

学識経験者：滋賀県農業技術振興センター 

 ９俵から 10 俵程度です。 

司会 

 ありがとうございました。栽培技術面では特に問題がないので、次に進みます。 

次に生産販売面、更には消費者ニーズ等の観点から全農滋賀県本部様何かご意見ありますか。 

関係機関：全国農業協同組合連合会滋賀県本部 

 有機 JAS であったり、環境こだわり米にプラスアルファの技術ということを聞いていますので、そういうスト

ーリーを大切にしたお米ということで、そういったニーズのあるところに販売していければと思っています。 

司会 

 滋賀県主食集荷商業協同組合様いかがでしょうか。 

関係機関：滋賀県主食集荷商業協同組合 
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 特段意見はございません。 

司会  

 生産販売面、消費者ニーズの観点では特に問題がないので、次に進みます。 

 名称変更について、申請書では、品種名について名称変更予定となっており、令和５年３月頃、品種出願の申請

予定となっています。 

 国内産農産物銘柄設定等申請手続きマニュアルの６では、「ただし、規格規程の一部改正後、４月末までに報告

があった場合にあっては、麦類の銘柄の名称変更を除き、６月末までに当該銘柄の名称変更に係る規格規程の一

部改正の事務手続きを行う。」となっています。 

 通常、出願から出願公表まで少なくとも３か月以上かかると言われていますので、４月末までに出願公表がな

ければ令和５年産米については、系統名である「滋賀 83 号」で検査を行うことになります。そして、令和６年産

米に向けて銘柄の名称変更を行うこととなります。 

 令和５年４月末までに出願公表がなければ令和５年産米の銘柄は、系統名である「滋賀県産滋賀 83 号」になり

ますがよろしいですか。 

申請者：滋賀県 

 はい。わかりました。 

司会 

 品種名が決まればすぐに出願されるのでしょうか。 

申請者：滋賀県 

品種名が決まれば速やかに事務的な作業を進めたいと思います。 

司会 

 また、商標登録も合わせてお願いします。 

以上お伺いしまして、特に問題はないとのことですが、全般を通じてご意見はありますか。 

 「滋賀 83 号」の申請について、了承されたと言うことでよろしいでしょうか。 

 （一同異議なし） 

 それでは、続きまして「フクミファイバー」に対して、ご意見のある方はお願いします。 

今のところご意見がないようですので、こちらからお聞きします。  

 銘柄鑑定が可能かどうか説明していただきましたが、日本穀物検定協会様は、銘柄鑑定が可能ということです

が、改めて可能かというところと、等級の格付けについてもお伺いします。 

登録検査機関：日本穀物検定協会関西神戸支部滋賀出張所 

 令和３年から作付けを始められ３年、４年と検査をさせていただきました。新たな産地品種銘柄となった場合、

銘柄鑑定は可能だと考えています。等級については、２等格付となっていてまだ栽培体系を確立しきれていない

かも知れませんが、技術的には６条大麦であるということでやや小ぶりであることと、登熟不稔のような未熟粒

が見られ格付としては２等になっています。 

司会 

 登録検査機関にお聞きします。銘柄鑑定は可能でしょうか。全農滋賀県本部様いかがでしょうか。 

登録検査機関：全国農業協同組合連合会滋賀県本部 

 銘柄鑑定は可能です。 

司会 

 滋賀県農産物検査協議会様いかがでしょうか。 
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関係機関：滋賀県農産物検査協議会 

 可能です。 

司会 

 グリーン近江農業協同組合様いかがでしょうか。 

登録検査機関：グリーン近江農業協同組合 

 可能です。 

司会 

 各機関、銘柄鑑定は可能と判断されていますので、次に進みます。 

 生産振興面から滋賀県みらいの農業振興課様ご意見ありますか。 

行政機関：滋賀県 

 特段意見はありません。 

司会 

 生産振興面で全農滋賀県本部様いかがでしょうか。 

関係機関：全国農業協同組合連合会滋賀県本部 

 一つ質問ですが、現状全農滋賀では取扱いはしていませんが「キラリモチ」を栽培されていると思います。そこ

からの置き換えという判断でいいのでしょうか。 

申請者：中村農園 

 「キラリモチ」との置き換えの予定はありません。実需者から「フクミファイバー」の量産を求められているた

め、今回銘柄設定の申請をしています。 

 「キラリモチ」に関しては、種苗が出回っているためファーマーズマーケットでも他の生産者も生産しているの

で、生産がなくなるということはないと思います。 

司会 

 栽培地は主にどの辺りですか。 

申請者：中村農園 

 近江八幡、東近江辺りです。 

司会 

 生産振興面では、特に問題がないので、次に進みます。 

 良品質農産物普及、栽培技術面から滋賀県農業技術振興センター様ご意見ありますか。 

学識経験者：滋賀県農業技術振興センター 

 特にございません。 

司会 

 ６条なので結構とれると思いますが、反収はどれくらいでしょうか。 

申請者：中村農園 

 栽培技術をこれから磨いていくという段階ですが、農研機構など普及された生産現場では確実に 400 ㎏以上と

れています。「キラリモチ」に関しては 200 ㎏未満で、頑張っても 300 ㎏いかないというのが２条の宿命みたい

で、そこまでで頭打ちになりますが、「フクミファイバー」は量産する技術があるので、かなりとれるということ

を確信しています。 

司会 

 ありがとうございます。生産販売面ですが、炊飯しても黒ずみにくい遺伝子を持っていると申請書にも書いて
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ありますが、ご飯に混ぜて炊くという用途になるのでしょうか。 

申請者：中村農園 

 まぜご飯のもち麦ご飯で、丸麦の状態で混ぜてもらうという形になります。今までの麦ご飯だと圧ぺんするの

でそれ自身もご飯に混ぜた時に違和感がありましたが、丸麦を入れるので今まで以上に麦ご飯の違和感がないの

と黒ずみにくいので、今までだと麦だけが黒くなってコンビニのおにぎりなどのように外国産にはその遺伝子が

ないので黒くなって見栄えが悪いですが、酸化阻害遺伝子を持つ品種なので、これからもち麦ご飯で違和感のな

いものを作るという状況です。 

司会 

 生産販売面と消費者ニーズの観点で特に問題はないということで次に進みます。以上お伺いしまして、特に問

題はないとのことですが、全般を通じてご意見はありますか。 

 「フクミファイバー」の申請について、了承されたと言うことでよろしいでしょうか。 

（一同異議なし） 

 最後になりましたが「ミノリムギ」の廃止申請について、さきほどグリーン近江農業協同組合様からご説明のあ

りましたとおり既に「ファイバースノウ」に作付け転換がされていることに伴う廃止申請ですので、特段ご意見は

ないと思われますが、いかがでしょうか。 

 （意見なし） 

 特に問題はないとのことですので「ミノリムギ」の廃止申請について、了承されたと言うことでよろしいです

か。 

 （一同異議なし） 

【意見のとりまとめ】 

司会 

 それでは、すべての議題についてご議論いただきましたので、議事次第６の意見のとりまとめをさせていただき

ます。 

 ご出席のみなさまより、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米の「滋賀 83 号」、また、普通裸麦の「フクミファイ

バー」に係る銘柄設定につきまして、生産、流通、検査等のそれぞれの立場からご意見をいただくとともに、 

 銘柄設定の要件である 

 ① 農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること。 

 ② 農産物規格規程に定める品位規格の適用が可能であること。 

 ③ 種苗法に規定する育成者権の侵害の行為を組成するものでないこと。 

 ④ 銘柄鑑定を行う１以上の登録検査機関の見込みがあること。 

をご確認いただき、２銘柄を新たに産地品種銘柄とすることに問題はないとの結論に達しました。 

 また、普通小粒大麦の「ミノリムギ」については、銘柄廃止は妥当との結論を得ました。 

 なお、意見聴取の結果については、農林水産省農産局長に報告させていただきたいと思います。 

 また、議事録を作成するうえで本日ご発言いただいたみなさまには、後日、発言内容の確認についてご協力をよ

ろしくお願いします。 

 本日の意見聴取会におきましては、多くの貴重なご意見をいただきまして御礼を申し上げます。 

 みなさまのご協力によりスムーズな進行ができました。 

 本日は大変ありがとうございました。  

 これをもちまして「国内産農産物の銘柄設定等に係る意見聴取会」を閉会いたします。 
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