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国内産農産物銘柄設定等に係る意見聴取会議事録

日時：令和４年12月７日（水）13:30～15:35

場所：仙台合同庁舎Ｂ棟２階第２会議室

【出席者】

（学識経験者） 宮城県古川農業試験場作物育種部主任研究員 島津 裕雄

（宮城県） 宮城県農政部みやぎ米推進課技術主幹 足立 陽子

〃 主事 高橋 理乃

（生産者団体） 宮城県農業協同組合中央会

営農農政部食の安全安心推進担当次長 高橋 敦

全国農業協同組合連合会宮城県本部

米穀部生産集荷対策課課長代理 丹野 雄介

全国農業協同組合連合会宮城県本部

米穀部生産集荷対策課 佐野 真澄

（登録検査機関）株式会社大門米商 代表取締役 川熊 一彦

〃 常務取締役 川熊 剛太

新みやぎ農業協同組合

栗っこいわでやま統括営農センター営農支援課長 佐藤 和哉

みやぎ仙南農業協同組合 生産販売部米穀課長 大槻 栄俊

（申請者） 株式会社神明 米穀事業本部農産部農産開発室

マネージャー 古満 考雄

株式会社石川アグリ 代表取締役 石川 和彦

宮城県農政部みやぎ米推進課技術主査 石森 裕貴

（東北農政局） 生産部生産振興課上席農政業務管理官 村元 幸弘

〃 検査技術指導官 佐藤 仁

〃 行政専門員 佐々木孝之

１ 開 会

【佐藤検査技術指導官】

ただ今から「国内産農産物の銘柄設定に係る意見聴取会」を開催いたします。

なお、本日の議事の内容につきましては、国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュア

ル第３の２に基づきまして、議事録を東北農政局のホームページに公開させていただき

ますのであらかじめご了承願います。

２ あいさつ

【村元上席農政業務管理官】（以下「村元上席」という。）

３ 意見聴取
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（１）銘柄設定の概要及び申請状況について

【佐藤検査技術指導官】（以下「佐藤指導官」という。）

資料№１「農産物検査に関する基本要領・マニュアルフロー図」により銘柄設定等の

概要を説明。

資料№２「国内産農産物銘柄設定等に係る申請状況一覧【宮城県】」により銘柄設定等

の申請状況について説明。

（２）申請内容について

【申請者：株式会社神明米穀事業本部農産部農産開発室マネージャー 古満考雄氏】

（以下「神明 古満氏」という。）

申請№１「銘柄の設定等申請書（様式第１－１号）」により「大粒ダイヤ」について

説明。

【登録検査機関：株式会社大門米商常務取締役 川熊剛太氏】

「銘柄の設定等申請書における銘柄鑑定に関する報告書（様式第１－４号）」により

「大粒ダイヤ」の鑑定上の特徴について説明。

【申請者：株式会社石川アグリ代表取締役 石川和彦氏】（以下「石川アグリ 石川氏」

という。）

申請№２「銘柄の設定等申請書（様式第１－１号）」により「にじのきらめき」につ

いて説明。

【登録検査機関：新みやぎ農業協同組合栗っこいわでやま統括営農センター 営農支援

課長 佐藤和哉氏】（以下「JA新みやぎ 佐藤氏」という。

「銘柄の設定等申請書における銘柄鑑定に関する報告書（様式第１－４号）」により

「にじのきらめき」の鑑定上の特徴について説明。

【申請者：宮城県農政部みやぎ米推進課技術主査 石森裕貴氏】（以下「宮城県 石森氏」

という。）

申請№３「銘柄の設定等申請書（様式第１－１号）」により「すずみのり」について

説明。

【登録検査機関：みやぎ仙南農業協同組合生産販売部米穀課長 大槻栄俊氏】

「銘柄の設定等申請書における銘柄鑑定に関する報告書（様式第１－４号）」により

「すずみのり」の鑑定上の特徴について説明。

【申請者：東北農政局 佐藤指導官】

申請№４～８「銘柄の設定等申請書（様式第１－１号）」により「おきにいり」「ここ

ろまち」「夢ごこち」「ゆきちから」「あきみやび」の廃止申請について説明。

（３）申請銘柄確認

【佐藤指導官】

今回の設定申請のありました品種の確認をお願いします。
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（４）意見聴取

【佐藤指導官】

ここからの進行は、村元上席農政業務管理官にお願いします。

【村元上席】

この意見聴取を行うにあたり、国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアルによりま

すと「有識者等の同意により、申請者を意見聴取の場に同席させることができる。」とな

っておりますので、このまま、申請者の方々にご同席頂き、意見聴取を進めさせていた

だきたいと思いますがよろしいでしょうか。

（一同異議なし）

ありがとうございます。それでは意見聴取に入らせていただきます。

最初に「大粒ダイヤ」について、御意見、御質問等ございますでしょうか。

【宮城県 石森氏】

申請書の「品種の特性等」の「主要特性」のところで、「大粒ダイヤ」は「中生品種」

と記載されていますが、「生育の特徴」のところでは、「「ひとめぼれ」より出穂期が

１０日程度遅く、成熟期は「ひとめぼれ」より１週間程度遅い」と記載されており、宮

城で言えば「晩生」になると思います。この場合、安定生産ができるのか、実際に栽培

されてきた生産者の方の御意見等があればお聞かせいただければと思います。

【神明 古満氏】

御指摘のとおりでございます。過去３年間、宮城県内で「大粒ダイヤ」を生産してき

まして、収穫の順番で言うと、「ひとめぼれ」「つや姫」「大粒ダイヤ」となり、「コシヒ

カリ」と似たような熟期になりますので､宮城県内では「晩生」という扱いになるかと思

います。

「コシヒカリ」を中生とすることが全国平均では多いので、その点から言えば「中生

品種」と言えると思いますが、皆様に錯誤を与えるような形になったことは申し訳なく

思います。

また、当社が営業活動をしていく中で、大型生産者の面積がどんどん広がっていく中、

早生の品種か、「つや姫」の後に出来る品種で、出来れば多収穫米であればなお良いとい

う要望がありまして、当社の持ち寄り品種の中で該当する品種が「大粒ダイヤ」であっ

たということです。これは生産者様の要望に応えたものであり、生産者様からのクレー

ム等はございません。

【宮城県みやぎ米推進課技術主幹 足立陽子氏】（以下「宮城県 足立氏」という。）

宮城県内のどのあたりの生産者に作ってもらうのですか。
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【神明 古満氏】

県北になります。登米市、栗原市、大崎市、あと加美町、大郷町。もともと当社は宮

城県北エリアの取扱いが多いので、その流れで県北となっています。

【宮城県 足立氏】

何軒くらいの生産者に作ってもらっているのですか。

【神明 古満氏】

正確な数字は出てきませんが、少なくとも３０軒程度はあります。

【全国農業協同組合連合会宮城県本部生産集荷対策課課長代理 丹野雄介氏】（以下「全

農宮城 丹野氏」という。）

主要銘柄の「ひとめぼれ」と比較して収穫量はどの程度になりますか。また、地域に

よって収穫量に差はありますか。

【神明 古満氏】

収穫量については、今年はまだ分かりませんが、昨年ベースの平均反収が１０．２俵

でございます。収穫量については地域による明確な差はありませんが、生産者レベルで

は差が出る場合があります。

【村元上席】

令和６年で６０haの作付を目標とするということですが、それ以降については更に拡

大していくというお考えはあるのですか。

【神明 古満氏】

もちろんあります。

【村元上席】

皆様、ほかに御意見等ございませんか。

それでは次に「にじのきらめき」について御意見・御質問等をお受けしたいと思いま

す。

【宮城県 足立氏】

にじのきらめきは主に栗原で生産されているのですか。

【石川アグリ 石川氏】

そうです。

【村元上席】

ほかに御意見等ございませんでしょうか。
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「大粒ダイヤ」のところでもお聞きしましたが、来年産は５haの作付ということです

が、どの程度まで拡大していこうというお考えなのでしょうか。また、作付地域につい

ては、どのようにお考えなのか、お聞かせいただければと思います。

【石川アグリ 石川氏】

作付面積については実需等と調整中なので正確な数字は申し上げられませんが、２桁

以上の作付面積に拡大していきたいと思っています。作付地域については現状は栗原市

だけですが、いずれは新みやぎ農協管内に作付を拡大しようと思っています。

【村元上席】

ありがとうございます。

ほかに御意見等ございませんか。よろしいでしょうか。

それでは、続きまして大豆の「すずみのり」について御意見、御質問等ありませんで

しょうか。

「すずみのり」についてはみやぎ仙南農協さんの御説明からいくと「あやこがね」に

変わる品種としてお考えなのかと受け止めたんですが、申請者（宮城県）の説明では基

幹品種を補完するということでしたが、どうなのでしょうか。

【宮城県 石森氏】

基本は「タチナガハ」からの置き換えを想定しています。「タチナガハ」は機械収穫に

適していて栽培上のメリットは大きいのですが、「タチナガハ」に対する実需者の評価は

高いものではありません。需給のミスマッチというものが生じておりました。宮城県産

大豆の需給の適正化を図っていくために、「タチナガハ」に代わる新品種が必要であった

ということから、今回実需者の評価の高い「すずみのり」を導入するものです。

「あやこがね」については、県内だとほとんどみやぎ仙南農協さんの管内での作付と

なっておりまして、今後、みやぎ仙南農協さんでも、全農宮城さんと話しをしながら、「あ

やこがね」からの置き換えについても前向きに検討していきたいと思っています。

【村元上席】

全農宮城さんの方で何かありませんか。

【全農宮城 丹野氏】

「タチナガハ」については、機械収穫に適しているということで現場での評価はあり

ますが、販売面から申しますと実需者の評価が高くないというところがありますので、

今、県からお話しのあったとおり、将来的には「タチナガハ」から転換していくことに

なります。また、みやぎ仙南農協さんでも「あやこがね」からの転換を考えていきたい

と思っています。

【村元上席】

ほかにございませんでしょうか。
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【JA新みやぎ 佐藤氏】

新みやぎ管内の栗原でも大豆の作付が八百数十ヘクタールあるようなカントリーで、

生産者からは「タチナガハ」を作りたいという希望が非常に多いです。先程の説明にも

ありましたが非常に作りやすい品種で、かつ収量面、品質もそこそこ良いという品種に

なっています。でも、どうしても加工適正といいますか食味的なものになるんでしょう

けど、そこが実需から好まれないというアンマッチがあり難しい状況にあります。

一方、「すずみのり」は、これまでの説明を聞いていますと栽培のしやすさ、また加工

適性も良いという特徴が備わっているものですから、今後この品種が出てくることにな

りますと、生産者からも作りたいという希望が多くなってくると思います。そこで「種

子」の入手なんですが、これから拡大されて行くに当たり、現場でいつ頃から購入でき

るようになるのか、何年後くらいからか、その見通しを教えていただければと思います。

【宮城県 足立氏】

来年播種分から少しずつ供給できるかなと思っています。足りない分は長野県さんか

ら購入することになりますが、長野県は自分の県が優先で余ったら宮城県に譲るという

スタンスになっていますので、希望通りの数量になるか分かりません。これから種子の

作付標本を増やして拡大していければと思っています。

【JA新みやぎ 佐藤氏】

ありがとうございました。

【村元上席】

ほかに御意見等ございませんか。試験場さん、今まで３品種について御意見を伺って

きましたが総体的に何かございませんか。それぞれ、栽培特性なり品種特性なりの説明

がありましたが、その面で何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。

【宮城県古川農業試験場作物育種部主任研究員 島津裕雄氏】

どの品種も作付して実績を重ねてそれなりに定着すれば宮城県では生産できるものと

考えております。

【村元上席】

ありがとうございました。

ほかに御意見等ございませんか。それでは、水稲の「大粒ダイヤ」、「にじのきらめき」、

大豆の「すずみのり」につきましては、それぞれ産地品種銘柄に設定することについて

特段の御異議はないということでよろしいでしょうか。

（出席者一同 異議なし）

【村元上席】

ありがとうございました。



- 7 -

最後に廃止申請をしています水稲の「おきにいり」「こころまち」「夢ごこち」につい

て御意見・御質問等はございませんでしょうか。

【出席者】 なし

【村元上席】

次に普通小麦の「ゆきちから」について御意見・御質問等はございませんでしょうか。

【宮城県 石森氏】

麦の播種状況調査をこの時期にやっておりまして､最近上がってきた情報の中で南三陸

町内で０．３ haほど作っているという情報がありました。この部分が農産物検査を受け
るかどうかの情報はないのですが、そういう情報があるということだけお伝えしたいと

思います。

【佐藤指導官】

「ゆきちから」は「夏黄金」に置き換わったということだと思いますが。

【宮城県 石森氏】

はい、そうです。

「ゆきちから」について、宮城県から種子の供給はしていないので、その生産者がど

こからか種子を手に入れたのだと思います。実際にどなたが作っているのかは把握して

いません。

【佐藤指導官】

「ゆきちから」は必須銘柄で平成の終わりまでは千トン単位で検査実績がありました

が、令和になってから検査実績は全くなくなってしまっています。それは全部「夏黄金」

に代わってしまったということなんでしょうけれども。

【宮城県 石森氏】

こちらの播種状況調査でも「ゆきちから」は上がってきていなかったのですが、今回

の調査で急に上がってきたのでびっくりしています。

【村元上席】

実際に検査に出てくるかどうかは不確定だということですけれども、検査に出てきた

としても10トン未満であることは確実だと思います。

廃止申請をすれば令和５年産からは産地品種銘柄ではなくなるということになりま

す。

【佐藤指導官】

農政局としてこの意見聴取会で「ゆきちから」を廃止するということで御意見を伺っ
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ていますが、作付があるということで、もう１年様子をみようということでもそれはそ

れでよいことになります。

【JA新みやぎ 佐藤氏】

宮城県ではどのように播種状況調査を行っているのですか。JA から報告を取っている
のですか。

【宮城県 石森氏】

県の地方機関を通じて市町村の方に報告をお願いしております。ただ、市町村も実際

は農協さんなりから情報を仕入れるしかないので、最終的には農協さんの情報が元なの

ではないかと思います。

【JA新みやぎ 佐藤氏】

南三陸町もJA新みやぎ管内ですが、その辺の情報は今回初めて知りました。

【村元上席】

「ゆきちから」について、先程あったように、今回については廃止しない方がよいと

いう御意見であればその旨本省に報告していくことになりますが、そうなれば今回は廃

止されないという結論になるかと思いますが、いかがでしょうか。

【全農宮城 丹野氏】

先程話しがあったように、「ゆきちから」と同じ用途のパン用ということで、「夏黄金」

に作付をシフトしてきましたので、全農としても「ゆきちから」の取扱いは全くありま

せん。

南三陸町の話は私も初めて聞きましたが、銘柄の廃止の要件が 10トン未満ということ
でもありますし、「夏黄金」がパン用の品種として販売を拡大してきて、品質的にも加工

適性が良く、引き合いが出てきているので、ゆきちからは廃止の方向でもよいと思いま

す。

【佐藤指導官】

すみません。10 トン未満が廃止の対象となるのは、今現在は水稲うるち玄米の場合と
なっています。

【全農宮城 丹野氏】

わかりました。まあ、どういう目的で南三陸町の生産者の方が作られているのかはわ

からないですけれども。

【佐藤指導官】

ここで廃止しますと、もし来年「ゆきちから」が検査に出てきた場合は、銘柄欄を抹
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消してその他の小麦になるだけということです。

【神明 古満氏】

廃止をしないと何かしらの経済的なダメージとかがあるのであれば廃止を考えなくて

はならないところだと思うんですけど、そういうのが特にないのであれば見送りでもい

いのではないかと思います。

【佐藤指導官】

水稲うるち玄米では産地品種銘柄の数が多すぎる状況にありますが、普通小麦の場合

は銘柄数が多くはないので、ここで廃止をしなければ問題になるということはありませ

ん。

【村元上席】

それでは、もう１年様子をみるということで今回は廃止しないということでよろしい

でしょうか。

【出席者】はい。

【村元上席】

「ゆきちから」については今回は廃止しないということで整理したいと思います。

続きまして普通大豆及び特定加工用大豆の「あきみやび」についての御意見をお伺い

したいと思います。

【村元上席】

こちらは申請どおり廃止ということでよろしいでしょうか。

「ゆきちから」のようにどこかで作付されているということはないでしょうか。

それでは「あきみやび」については、廃止することについて特段の御異議がないとい

うことで整理させていただいきたいと思います。

（一同異議なし）

（５）まとめ

【村元上席】

それでは、本日皆様から御意見を頂戴しました宮城県における国内産農産物の銘柄

設定等申請につきまして取りまとめさせていただきます。

株式会社神明様から申請がありました、「水稲うるちもみ・水稲うるち玄米」の「大

粒ダイヤ」につきましては、産地品種銘柄に設定されるよう農林水産省農産局長へ申

請することで確認いたします。

次に、株式会社石川アグリ様から申請がありました、「水稲うるちもみ・水稲うるち

玄米」の「にじのきらめき」につきましても、産地品種銘柄に設定されるよう農林水



- 10 -

産省農産局長へ申請することで確認いたします。

続きまして、宮城県知事様から申請がありました、「普通大豆及び特定加工用大豆」

の「すずみのり」につきましても、産地品種銘柄に設定されるよう農林水産省農産局

長へ申請することで確認いたします。

なお、この度、産地品種銘柄に設定されるよう農林水産省農産局長へ申請する「大

粒ダイヤ」「にじのきらめき」及び「すずみのり」が産地品種銘柄に設定されたときは、

「選択銘柄」として設定されることになります。

最後に東北農政局で廃止申請しました「水稲うるちもみ・水稲うるち玄米」の「

おきにいり」「こころまち」「夢ごこち」及び「普通大豆・特定加工用大豆」の「あき

みやび」については、農産局長へ廃止申請することで確認いたします。

なお、普通小麦の「ゆきちから」については、今年度の廃止申請を見送るというこ

とで確認いたします。

また、宮城県において、「ゆきちから」の作付状況等の情報がございましたら農政局の

方にお知らせいただければと思います。

本日ご出席いただきました皆様に、熱心にご議論いただきましたことに感謝申し上げ、

まとめとさせていただきます。

本日はありがとうございました。

以上


