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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(京都府)  

 

１ 開催日時：令和４年１２月１６日（金） １３：３０～：１４：３０ 

２ 開催場所：近畿農政局地下１階第５会議室 

３ 出席者： 

（行政機関）   京都府農林水産部農産課 技師        長谷川 瑛 

（学識経験者）  京都府農林水産技術センター 主任研究員   岩川 秀行 

         京都府農林水産技術センター 主任研究員   安田 規良 

（関係機関）   京都府酒造組合連合会 事務局主事      阪田 直子 

         京都府製粉協会 事務局           井澤 文博 

（登録検査機関） 京都農業協同組合営農部営農施設課 主任   城下 幸彦 

（申請者）    全国農業協同組合連合会京都府本部米穀課   森  清香 

京都府農林水産部農産課 技師        大谷  遥 

（近畿農政局）  生産部生産振興課 上席農政業務管理官    田中 直人 

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      井上  薫 

         生産部生産振興課 検査技術指導官      高須 哲也 

４ 議事  

【開会】 

司会（近畿農政局） 

 只今から令和５年産京都府産農産物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

力を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願います。 

 また、本日賜り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、一般からの意見及び傍聴希望はありませんでしたので、ご報告申し上げます。 

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

 ２の開会の挨拶について、田中上席農政業務管理官からいたします。 

 よろしくお願いします。  

【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。 

 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
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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「銘柄設定の申請内容に関する説明、意見聴取」では、本日は品種群の設定に係る品種の追加

と銘柄の廃止の２件の設定等申請があがっていますので、醸造用玄米の品種群の設定に係る品種の追加、普通小麦

の廃止の順に実施させていただきます。 

まず、最初に醸造用玄米の品種群設定に係る品種の追加である「祝２号」について、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、普通小麦の「ニシノカオリ」の廃止申請について、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。 

その後、みなさまに、「祝２号」の現物を実際に見ていただき、品種鑑定上差異はないかを判断していただきま

す。 

次に意見聴取で、申請内容について、「祝２号」の品種群設定に係る品種の追加の可否、「ニシノカオリ」の廃

止の適否等に関し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後、一括して議事次第６でこちらから総括的

な意見のとりまとめをさせていただき、１５時を目処に終了したいと思います。 

また、本日配布しました資料のうち、資料７の申請書関係資料は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」につ

いて及び議事次第４の「銘柄設定等申請手続及び申請状況等について」、一括して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をしています。 

 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）について取り消す。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。 
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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、京都府では醸造用玄米に係る品種群の追加品種として、「祝２号」が全国農業協同組合連合会京都

府本部様より申請がありました。 

 また、普通小麦の産地品種銘柄に係る必須銘柄の「ニシノカオリ」の廃止申請が京都府様よりありました。 

 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申請手続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。 

 最初に、醸造用玄米の品種群設定に係る追加品種の申請について、全国農業協組合連合会京都府本部様より申

請品種の概要、申請の趣旨等に関する説明を、様式第１－３号に基づき説明をお願いします。 

 次に添付書類を提出いただいた京都府農林水産技術センター様より生育・収量及び玄米の特性の説明を、ま

た、京都府酒造組合連合会様より試験醸造した日本酒のきき酒評価及び品種群設定の同意書の内容について、説

明をお願いします。 

 最後に品種群の設定等申請における銘柄鑑定に関する同意書を提出いただいた京都農業協同組合様から説明を

様式第１－５号に基づきお願いします。 

 それでは全国農業協同組合連合会京都府本部様よろしくお願いします。 

●〔「祝２号」の申請内容説明〕 

申請者：全国農業協同組合連合会京都府本部 

 申請を行う内容は設定、農産物の種類は醸造用玄米、産地は京都府、品種群を変更する銘柄は「京都府産

祝」、現行の銘柄を構成する品種は「祝」、追加する品種名は「祝２号」です。 

 生産状況は、変更する銘柄（祝）は、令和２年産では 111ha の作付けがあり検査実績は 314 トン、令和３年産

は 93ha の作付けがあり検査実績は 321 トン、令和４年産では 91ha の作付けがあり検査実績は 298 トンです。追

加する品種（祝２号）は、令和３年産では 0.43ha の作付けがあり、令和４年産は 1.9ha の作付けがありまし

た。 

 検査を行う予定の登録検査機関名は、京都農業協同組合、京都やましろ農業協同組合、京都中央農業協同組

合、京都市農業協同組合、京都丹の国農業協同組合、株式会社三豊、株式会社八木商店、有限会社三光園です。 

 追加する品種の特性及び生育の特性ですが、「祝２号」は、京都オリジナル酒造好適米品種である「祝」に短

稈、多収等の特性を持つ水稲品種を交配し、栽培特性や収量性が高く、「祝」と同様の高い酒造適性を持つ系統
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を選抜して育成した品種です。このため、「祝」より短稈で多収であるものの、出穂期、成熟期、千粒重や心白

発現率等の玄米特性、酒造適性等はほぼ同等です。また、短稈であるため倒伏しにくく、「祝」より栽培管理が

容易です。 

 来歴につきましては、「祝」について、生産者サイド、実需者サイド双方からの改良要望があったことから、

「祝」と同等の玄米特性並びに酒造適性を備え、かつ「祝」より短稈で栽培が容易な生育特性を持つ系統選抜が

開始されました。 

酒造メーカーと協力し、試験栽培・試験醸造を実施して選抜された「祝２号」は、平成 25 年に短稈で高い酒

造適性を備えた「兵庫錦」を母とし、京都オリジナルの酒造好適米品種として高い酒造適性を備えた「祝」を父

として人工交配した系統に、「祝」をさらに 1 回交雑して得られた交配後代から育成した系統です。 

 なお、「祝」は昭和８年京都府立農業試験場丹後分場で「野条穂」の純系分離によって生まれた品種です。時

代背景により何度か生産が途絶えたものの、伏見酒造組合の働きかけにより、新系統が選抜され、現在は府内各

地で生産されています。平成 13 年産からは「京都府産祝」として産地品種銘柄に設定されています。 

 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ですが、育成者権者である京都府から許諾と原原種の 

提供を受けて種子生産することから、育成者権の侵害を及ぼしません。 

 育成者権者に「祝」の品種群に設定し「京都府産祝」としたい旨確認し、了解を得ています。 

 また、「祝２号」を「祝」の品種群に設定し「京都府産祝」にすることについて、実需者である京都府酒造組

合連合会から同意を得ています。 

司会 

 ありがとうございました。続きまして京都府農林水産技術センター様、よろしくお願いします。 

学識経験者：京都府農林水産技術センター 

 「祝２号」の特性について説明します。 

 「祝２号」は「祝」と比較して出穂期は２日程度、成熟期は１日程度早い品種となっています。「祝２号」は、

「祝」の 97 ㎝と比較して 17 ㎝短稈で、耐倒伏性が向上しています。「祝２号」の 10a 当たりの精玄米重は、10a

当たり「祝」の 454 ㎏より 16％多く、525 ㎏で多収であるという特徴があります。 

 「祝２号」の玄米の大きさは、「祝」よりやや小さい～同程度でほぼ似通った粒形をしています。粒厚は、「祝」

と同程度～やや厚めで、0.01 ㎜程度の差ですのでほぼ同じとなっています。心白の発現は、「祝」と同程度～や

や小さいとなっています。詳細については、表１、表２に掲載しています。 

 試験醸造した日本酒のきき酒評価について、酒造組合にお世話になり、試験醸造の評価結果を掲載しています。

「祝２号」の試験醸造酒（生酒）は、味は「祝」と同等、香りや総合評価は「祝」と遜色なく、また、「祝」と似

た酒質であるとの評価を得ています。 

 栽培上の留意点は、「祝２号」は短稈で倒伏しにくく栽培しやすい特徴がありますが、施肥や病害虫防除等の栽

培上注意する点は、「祝」と同等としていますので、「祝」と同様に行う必要があります。 

司会 

 ありがとうございました。続きまして、京都府酒造組合連合会様よろしくお願いします。 

関係機関：京都府酒造組合連合会 

 京都府が育成した農産物について、試験醸造などを実施した結果、酒造適性上差異はないことから、品種群と

して登録されても問題がないことに同意します。 

 農産物の種類は醸造用玄米、産地は京都府、品種群を追加する銘柄は「京都府産祝」、追加する品種名は「祝

２号」、以上です。 

司会 

 ありがとうございました。最後になりましたが京都農業協同組合様よろしくお願いします。 
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検査を行う予定の登録検査機関：京都農業協同組合 

 品種群の設定等申請における銘柄鑑定に関する同意書ですが、全国農業協同組合連合会京都府本部長が申請す

る下記農産物について、当登録検査機関のサンプルと比較検討した結果、品種鑑定上差異はなく、検査を行う上

で品種群として登録されても問題がないことについて同意します。 

農産物の種類は醸造用玄米、産地は京都府、品種群を追加する銘柄は「京都府産祝」、追加する品種名は「祝

２号」です。 

司会 

 ありがとうございます。検査を行う予定の登録検査機関を代表して京都農業協同組合様から説明いただきまし

たが、「祝」の検査実績のある京都やましろ農業協同組合、京都中央農業協同組合、京都市農業協同組合、京都

丹の国農業協同組合、株式会社三豊、株式会社八木商店、有限会社三光園からも同意書をいただいていることを

補足します。 

●〔「ニシノカオリ」の申請内容説明〕 

司会 

 続きまして普通小麦の「ニシノカオリ」の銘柄廃止申請について、京都府様から様式第１－１に基づき説明を

お願いします。 京都府様よろしくお願いします。 

申請者：京都府 

 銘柄の廃止についてご説明します。 

 申請を行う内容は銘柄の廃止、銘柄の区分は産地品種銘柄、農産物の種類は普通小麦、産地は京都府、品種名

は「ニシノカオリ」、必須・選択の区分は必須銘柄です。 

廃止を申請する理由は近年３ヶ年で検査実績がないこと。また、「せときらら」に作付転換されており、今後

作付される状況にないためです。生産状況について補足させていただきます。「ニシノカオリ」の検査実績は、

平成 28 年産が 42 トン、平成 29 年産が 28 トン、平成 30 年産以降は検査実績がゼロという状況になっていま

す。 

司会 

ありがとうございました。 

 これより、「祝２号」の展示サンプルの確認をお願いします。 

 サンプルは、「祝」と「祝２号」を展示しておりますが、銘柄鑑定上差異がないかどうかについて、ご確認く

ださい。 

 なお、時間は概ね 10 分程度を目途に行ってください。 

【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。 

 その前に、産地品種銘柄における品種群の設定について、若干説明をさせていただきます。 

 農産物検査に関する基本要領に「産地品種銘柄は、単一品種による銘柄設定が基本であるが、品種間の品質の
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評価に差がなく取引上で同一銘柄とすることについて、取引関係者の合意が形成されるものは、複数の品種を同

一産地品種銘柄として取り扱うことができる。」と明記されています。 

 そして、複数の品種を一つの品種群として産地品種銘柄を設定する場合は、品種特性、品質の観点から、品種

群として同一の銘柄とすることが適当であることが要件となっています。 

 このため、意見聴取に当たっては、検査の結果等級は特上～３等に格付けされるものであったか、品種特性、

品質の観点から品種群として同一の銘柄とすることが適当であるか、品種鑑定上差異はなく、検査を行う上で品

種群として登録されても問題ないか、を中心にお伺います。 

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施面から、実需者は加工適性等の観点も

含めご意見をいただければ幸いです。 

 また、発言の際には所属と氏名を述べてお願いします。 

 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。 

 品種鑑定上の差異について先ほど説明いただきましたが、「祝」と「祝２号」について、品種鑑定上差異はな

いか、また、検査等級は特上～３等に格付けされるものであったかお伺いします。 

京都農業協同組合様は、品種鑑定上差異はないということですが、改めて差異はないか、令和４年産の検査実

績は概ね何等に格付けされたかお伺いします。 

検査を行う予定の登録検査機関：京都農業協同組合 

 銘柄鑑定については、先ほど説明したとおり差異はありません。令和４年産の検査は、試験栽培のうち一部が

出荷されていて１等もしくは２等で格付しています。 

司会 

 ありがとうございます。１等もしくは２等ということなので、農産物検査規格の適用が可ということで判断し

ます。 

 次に生産振興面で京都府様ご意見ありますか。 

行政機関：京都府 

 「祝２号」は「祝」より栽培しやすく、収量性も高いということで、「祝」の産地に普及していくことに期待が

持てます。また、酒造適性についても認めていただいていますし、外観上も問題ないとされていますので、「祝２

号」を品種群として設定することは適切だと思います。 

司会 

 種子の供給はいかがですか。 

行政機関：京都府 

 種子の供給に関しては、今、「祝」の種子を生産しているところで「祝２号」の種子を栽培してもらえるよう調

整していますので、問題ありません。 

司会 

 生産振興面では特に問題ないので次に進みます。 

 良品質米生産普及、栽培技術面から京都府農林水産技術センター様ご意見ありますか。 

学識経験者：京都府農林水産技術センター 

 基本的な栽培面に関しては短稈ということ以外、栽培上の注意点は「祝」と同等とみています。現状の「祝」か

ら切り替える中で栽培上の注意点について、普及センターから伝えていけると考えています。 

司会 
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 京都府農林水産技術センターでの令和４年産の反収はどのくらいでしたか。 

学識経験者：京都府農林水産技術センター 

 農林水産技術センター内で４年産の試験栽培を行っています。栽培条件を色々変えながらの試験栽培ですけれ

ども、数字としては 400 ㎏台後半から 600 ㎏前半くらいまでで、色々な作り方をしていますので幅広いですが、

一定の収量は確保できる品種と考えています。 

司会 

 ありがとうございます。栽培技術面で、特に問題がないので次に進みます。 

 生産販売面の観点から全農京都様ご意見ありますか。 

関係機関：全国農業協同組合連合会京都府本部 

 生産販売について、「祝」よりも「祝２号」の方が多収ということですが、販売数量については酒造組合と協議

し、要望数量が出された上で作付面積を決定していますので問題ありません。 

司会 

 ありがとうございます。生産販売面で特に問題がないので次に進みます。 

 加工適性の観点から京都府酒造組合様ご意見ありますか。 

関係機関：京都府酒造組合連合会 

 「祝２号」について、農林水産技術センターからのデータにありますように「祝」と同等であるので問題ありま

せん。 

司会 

 ありがとうございました。 

 最後になりますが、令和４年６月 28 日に「祝２号」の品種登録出願をされていますが、その後の状況はいかが

ですか。 

行政機関：京都府 

 令和４年６月 28 日に品種登録出願し、７月５日に品種登録出願の受理について京都府が受付しています。その

後、令和４年９月 29 日に出願公表され、農林水産省ホームページに掲載されています。 

司会 

 ありがとうございました。 

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。 

「祝２号」の品種群設定に係る品種の追加の申請について、了承されたと言うことでよろしいですか。 

（一同異議なし） 

 続きまして、普通小麦の「ニシノカオリ」の廃止申請に係る意見聴取に移りたいと思います。 

 今回の「ニシノカオリ」の廃止申請に関して製粉協会様ご意見ありますか。 

関係機関：京都府製粉協会 

 先ほど京都府から説明がありましたように平成 30 年から作付けの全面切り替えがありました。それ以降「ニシ

ノカオリ」の栽培がされていませんので、産地品種銘柄の廃止に関して異存はございません。 

司会 

 ありがとうございます。さきほど京都府様からご説明のありましたとおり既に「せときらら」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） 

 「ニシノカオリ」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。 
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（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、醸造用玄米の品種群設定に係る「祝２号」の品種の追加申請につきまして、生産、流

通、検査、実需等のそれぞれの立場からご意見をいただくとともに、品種群設定の要件である、①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、②種苗法第 19 条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、③品種鑑定上差異はなく、品種特性、品質の観点から品種群として同一の銘柄とすることが適当である

こと、④銘柄検査を行う１以上の登録検査機関の見込みがあること、⑤取引関係者の合意が形成されていること、

をご確認いただき、「祝２号」の品種群に係る品種の追加申請について問題はないとの結論に達しました。 

 また、普通小麦の「ニシノカオリ」については、銘柄廃止は妥当との結論を得ました。 

 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、発言内容の確認についてご協力をお願い

することとなりますので、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、お礼を申し上げます。 

その他質問、意見等がありましたらお受けしますが、如何でしょうか。 

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、令和５年産京都府産農産物の銘柄設定等に係る意見聴取会を終了いたします。 

 以上 


