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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１３日（火）13：25～ 14：55
場所：福島県土地改良会館 ４階大会議室

【出席者】

（県） 福島県農林水産部水田畑作課 主査 髙橋 史

（生産者団体） 福島県農業協同組合中央会 常任参与 橋本 正典

福島県米改良協会 事務局長 柏倉 一司

（登録検査機関）福島県米麦事業協同組合 検査課長 宍戸 裕代

福島第一食糧卸協同組合 検査係長 矢部 裕太郎

福島県米穀肥料協同組合 業務部長 高宮 仁

ふくしま未来農業協同組合安達地区本部農業振興課 渡辺 斉

（申請者） 株式会社神明米穀事業本部農産部農産開発室 松木 飛鳥

株式会社相馬屋 代表取締役 佐藤 守利

株式会社相馬屋 経理部長 猪井 江美子

（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

生産部生産振興課 検査技術指導官 佐藤 仁

福島県拠点 総括農政業務管理官（需給調整） 髙橋 公行

福島県拠点 農政推進官 根津 信一

１ 開会

【髙橋総括農政業務管理官】（以下「司会者」という。）

只今から「国内産農産物の銘柄設定に係る意見聴取会」を開催致します。

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

（１）銘柄設定申請の概要及び申請状況について

【佐藤検査技術指導官】

資料№ 1「農産物検査に関する基本要領」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」により申請状況を説明。

（２）申請理由について

【申請者：株式会社神明 米穀事業本部農産部農産開発室 松木飛鳥氏】（以下「神

明 松木氏」という。）
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【登録検査機関：ふくしま未来農業協同組合安達地区本部農業振興課 渡辺斉氏】（以

下「ふくしま未来 渡辺氏」という。）

申請№１ 水稲うるち玄米「ふじゆたか」の「銘柄の設定等申請書」により説明。

【申請者：株式会社相馬屋 代表取締役 佐藤守利氏】（以下「相馬屋 佐藤氏」と

いう。）

【登録検査機関：福島県米穀肥料協同組合 業務部長 高宮仁氏】（以下「米肥 高

宮氏」という。）

申請№２ 水稲うるち玄米「ミルキーオータム」の「銘柄の設定等申請書」により

説明。

（３）申請銘柄の確認について

【司会者】

それでは、今回設定申請のありました品種の確認をして頂きたいと思います。窓側

のテーブルに配置しておりますのでご確認をお願いいたします。

（４）意見聴取について

【司会者】

ご確認いただきましたでしょうか。

これから、意見聴取に入りたいと思いますが、ここからの進行は局担当（村元上席）

が行います。

【村元上席】

この意見聴取を行うにあたって、国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアルによ

ると「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。このまま申請者の方々に同席のまま、意見聴取を進めさせていた

だきたいと思いますが、皆様よろしいでしょうか。

（出席者から異議なし。）

ありがとうございました。

それでは意見聴取に入らせて頂きます。

始めに「ふじゆたか」についての御意見・御質問等ございませんか。

【村元上席】

先程のふくしま未来さんの説明によりますと、現状の作付け地域は本宮市と大玉村

となっていますが、申請書の予定ですと来年 20ha、更に再来年 25ha を目指すとなっ
ていますが、この両地区で拡大していくお考えでしょうか。
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【神明 松木氏】

ふくしま未来さんに作付けしていただいておりますが、現状中通りと会津地域で作

業をしていただいての 15.6ha ですので、この２地区を中心に拡大していく予定です。

【村元上席】

販売用途としては、業務用とか量販店向けとか、今の段階でどのようなお考えでし

ょうか。

【神明 松木氏】

まだ生産量はそれほど多くはないので決まっていませんが、基本的には業務用とし

て安定生産・安定流通を目指していきたいと考えています。

【村元上席】

ありがとうございます。

ただ今のお答えをお聞きしつつ皆様から御意見はございませんでしょうか。

【福島県農林水産部水田畑作課 主査 髙橋史氏】（以下「福島県 髙橋氏」という。）

資料２によると、「ふじゆたか」の令和４年産の作付面積や検査実績については見

込みとなっていて、10 月 24 日提出の申請書と同じになっていますが、現状はどうな
っているのですか、なぜこのまま見込みとなっているのですか。用途は決まっていな

いとのことですが、「コシヒカリ」よりも収量が２割増収と出てくる資料もあり、大

玉村ではそれ位穫れているのでしょうか、また、２年間作付けしてきた中で実際の収

量はどのくらいでしょうか。

【神明 松木氏】

見込みとなっているのは、申請時は今年生産者が何 ha作付けしたとか、最終の収量
はどれ位でしたか等のヒヤリングに対しての回答がまだいただけなかったり、籾で保

管されていて玄米の数量はまだわかりませんといった状況でしたので、今までの収穫

量からすればこの位見込まれるだろうということで見込み数値として申請書に記載し

ました。現時点でも確定には至っていませんので修正等はございません。

実際の収量については、ふくしま未来さんに説明していただきたいのですが、およ

そ 9.5俵（10a当たり）前後で、天候がかみ合ってくれば安定して穫れてくるのかなと、
今までの試験栽培からは考えています。

【ふくしま未来 渡辺氏】

収量については神明さんのとおりですが、大玉村と本宮市は概ね 10 俵位（10a 当た
り）程度と見込まれます。大玉村と本宮市以外に二本松市や安達郡の条件の良いとこ

ろの作付けを増やしていきたいと思っています。新しい取り組みのため、成功事例と

言いますか、成功すれば生産者数も増やしていきたいと思っています。販売だけでな

く、神明さんには生産の方にも情報提供いただき、地域の中でも生産確立していきた
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いと思っています。

【村元上席】

ありがとうございます。

改良協会さんは何かございませんでしょうか。

【福島県米改良協会 事務局長 柏倉一司氏】（以下「改良協会 柏倉氏」という。）

現在の生産者数と令和６年は 25ha の予定となっていますが、どれ位の生産者数の予
定ですか。

【神明 松木氏】

生産者数は公表はしていません。一般的には大規模の担い手の方を対象に、契約栽

培等にメリットを感じている方に栽培していただきたいと思っています。面積は需要

に応じて対応していきたいと思っていますし、ニーズに合えば更に作付けしていただ

けるのかなと考えています。

【村元上席】

ありがとうございます。

中央会さんは何かございませんでしょうか。

【福島県農業協同組合中央会 常任参与 橋本正典氏】（以下「中央会 橋本氏」と

いう。）

「ふじゆたかの」の他県の作付け状況というのは聞いてはいけないのですか。

【村元上席】

そういうことはございませんが、神明さんからお答えできることであればお答えい

ただければと思います。

【神明 松木氏】

生産者の方では、令和４年度は山形県、福島県、新潟県の３県で栽培を行っており

ます。山形県と福島県で選択銘柄の申請を行っていて、この東北を中心に拡大してい

きたいと考えています。反収に関しては、先程説明したように 9.5 俵位かなというと
ころです。

【中央会 橋本氏】

「生産者及び市場の評価が良い」とはどういうことですか。

【神明 松木氏】

業務用としての販売と説明しましたが、業務用ユーザーさんに東北の有名銘柄「ひ

とめぼれ」とか、福島でいえば「コシヒカリ」と比べて味の評価をしていただいたと



- 5 -

いうことです。

【村元上席】

ありがとうございます。

実際現物を確認された上で登録検査機関として、第一食糧さん、米麦組合さん何か

ございませんでしょうか。

【福島県米麦事業協同組合 検査課長 宍戸裕代氏】

乳白粒が多く見受けられたのですが、等級比率がわかれば教えていただきたいと思

います。

【ふくしま未来 渡辺氏】

全体的に胴割粒が多かったため２等格付けしました。刈り取り時期が７～ 10日遅か
ったためか、お彼岸前の収穫は良かったという評価をしています。「ふじゆたか」と

いうよりも福島県全体的に胴割粒の発生が多かったということで、天候との兼ね合い、

落水の時期を検証しないといけないのかなと思っています。

【福島県 髙橋氏】

親に「ふくひびき」が入っているということで紋枯病の発生が問題になりますが、

その発生は２年間であったのでしょうか。

【神明 松木氏】

紋枯病の抵抗性は書いていませんが、収穫の後期には多少は出ていたのかなと思い

ます。

【村元上席】

他にございますでしょうか。

御意見が出尽くしたようですので、この意見聴取会として「ふじゆたか」を産地品

種銘柄に設定するということで特段の異議はないということでよろしいでしょうか。

（出席者から異議なし。）

【村元上席】

続きまして「ミルキーオータム」についての御意見・御質問を受け付けたいと思い

ますのでよろしくお願いします。

【福島県 髙橋氏】

「ミルキーオータム」について先程、高宮さんから説明いただきましたが、種子を

多く確保したため検査実績が少ないとのことでしたが、それにしても 26ha 作付けして
検査実績 15t ということで少ないと思うのですが、実際の反収はどの程度だったので
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しょうか。

【米肥 高宮氏】

私どもの関わっているところで種子用面積はわかりませんが、会津の業者に２ ha余
り作付けさせたところ、通常より稈長が伸び、穂がたわわになったため倒伏しました。

そのため、反収 10俵を切る位でした。倒伏した分、くず米の発生も多かったので施肥
設計の仕方によっては、もう少し収量が望めたのかなと思っています。

８月のお盆前だったと思いますが、穂は出ていない状況で、草丈が１ m20cmで、浜
通りはそれほど伸びていなかったので、気候と気温に影響されたかなと感じています。

会津の作付けは初めてだったため、その辺の情報を取っていきたいです。収量は、「ミ

ルキークイーン」程度かそれ以上望める見立てをしています。

【福島県 髙橋氏】

浜通りの収量はどれくらいですか。

【米肥 高宮氏】

すみません、浜通りは籾で取っているだけです。

【村元上席】

来年産に向けて種子を確保しているとのことですが、今後の作付け拡大目標をお知

らせいただきたい。

【相馬屋 佐藤氏】

令和５年産は 40ha 以上、令和６年産は 60ha 以上、令和７年産は 100ha 以上を目標
としています。

【村元上席】

ありがとうございます。

皆様方から御質問・意見等ございますでしょうか。

改良協会さんは何かございませんでしょうか。

【改良協会 柏倉氏】

種子の増産計画があり、浜通りで生産者も種子場を設置されているということです

が、来年度以降も増やしていくということですか。

【相馬屋 佐藤氏】

来年度というか徐々に増やしていく考えです。ただ、浜通りだけとは限りません。

一カ所だけだと危険ですから、リスク分散も考えないといけませんし、原原種も毎

年更新しないといけないと思います。
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【村元上席】

よろしいですか。

中央会さんは何かございませんでしょうか。

【中央会 橋本氏】

生産拡大計画はわかりましたが、先程の申請書の内容から稈長、倒伏性はたまたま

なのか、それとも品種特性ですか。

【相馬屋 佐藤氏】

「ミルキークイーン」は、1996 年に初めて販売した百貨店、それを抑えることによ
って右倣いするスーパーマーケットの大きなところをターゲットに販売拡大し、業務

用も同様に基本的にはスーパーマーケット等に販売してきました。

質問とは違いますが、「ミルキークイーン」と「ミルキーオータム」の違いですが、

見た目は変わりませんし、味も似ておりますが、「ミルキークイーン」のできた 1996
年頃は品種改良段階で戻し交配をしていませんでした。今回の「ミルキーオータム」

は現在の育成方法ですから、戻し交配で２度交配しているので品質としても固定して

います。

「ミルキークイーン」は青森県、北海道と全国的に作られていますが、「ミルキー

オータム」は他では作っていません。

【米肥 高宮氏】

「ミルキーオータム」は「ミルキークイーン」と同じ並びの圃場で倒伏していまし

た。会津の平坦部で倒伏が多く、中通りにおいても同様です。

施肥量は窒素６キログラム（10a当たり）しか入れていません。「ミルキークイーン」
も同じ位で追肥はしていません。施肥の適期、肥切れはだいぶ早目に来ていたのかな

と思っています。先程のふくしま未来さんの説明で、胴割粒が散見されたというのも

その理由かと思います。肥切れした上に、長雨が影響したのではないかと思っており、

品種特性とは言いがたいと思います。

【村元上席】

実際現物を確認された第一食糧さん、米麦組合さん何かございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。

（特になし。）

【村元上席】

御意見が出尽くしたようですので、この意見聴取会として「ミルキーオータム」に

つきましても産地品種銘柄に設定するということに特段の異議はないということでよ

ろしいでしょうか
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（出席者から異議なし。）

（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福島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。

最初に、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「ふじゆたか」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、株式会社相馬屋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「ミルキーオータム」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「ふ

じゆたか」及び「ミルキーオータム」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。

本日御出席いただきました皆様に、熱心に御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


