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14 年産大豆作経営安定対策に係る当該年産価格の決定について 

 
 大豆作経営安定対策に係る当該年産価格については、大豆作経営

安定対策実施要領（平成 12 年 4 月 6 日付け 12 農産第 2050 号）第

５により、産年の翌年 10 月までの入札取引により形成された価格

の加重平均値として銘柄ごとに算出し、大豆情報委員会を通じて公

表するものとされている。 

 14 年産については 8月までに入札取引が終了し、当該年産価格を

算出したので、別紙のとおり公表する。 

 
 
 
 

○ 大豆作経営安定対策のイメージ図 
 

  
 

○ 14 年産大豆作経営安定対策に係るスケジュール 
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（別紙） ○　14年産大豆作経営安定対策に係る当該年産価格
県名 銘 柄 名 当年産価格

(円/60kg）
県名 銘 柄 名 当年産価格

(円/60kg）
県名 銘 柄 名 当年産価格

(円/60kg）
県名 銘 柄 名 当年産価格

(円/60kg）
北海道 秋田 5,576 福島 コスズ 5,881 岐阜 アキシロメ 4,421 山口 サチユタカ 4,122

大袖の舞 7,232 スズユタカ 4,268 フクユタカ 4,331 ニシムスメ 3,820
大袖振 3,800 タチナガハ 4,102 その他 4,458 フクユタカ 4,087
音更大袖振 5,641 その他 3,963 静岡 フクユタカ 4,448 その他 3,820
スズヒメ 4,010 茨城 エンレイ - その他 3,951 香川 アキシロメ 4,200
スズマル 6,871 タチナガハ 4,592 愛知 フクユタカ 4,555 その他 4,200
つるの子 9,000 納豆小粒 5,831 その他 3,900 愛媛 タマホマレ 4,217
ツルムスメ 7,315 ハタユタカ 4,099 三重 タマホマレ 4,200 フクユタカ 4,190
とよまさり 5,152 その他 4,110 フクユタカ 4,610 その他 4,130
ハヤヒカリ 7,106 栃木 いちひめ 5,000 その他 4,010 高知 その他 4,235
その他 3,986 タチナガハ 4,482 福井 あやこがね 4,631 福岡 フクユタカ 4,368

青森 おおすず 4,555 たまうらら 4,161 エンレイ 4,431 その他 4,106
オクシロメ 4,810 納豆小粒 6,660 オオツル 4,000 佐賀 フクユタカ 4,376
スズカリ 4,200 その他 7,120 その他 3,800 むらゆたか 4,268
とよまさり 4,200 群馬 タチナガハ 4,420 滋賀 エンレイ 4,694 その他 4,131
その他 4,093 その他 4,500 オオツル 5,147 長崎 フクユタカ 4,440

岩手 コスズ 7,600 埼玉 エンレイ 5,728 タマホマレ 4,185 その他 4,060
スズカリ 4,504 タチナガハ 5,562 フクユタカ 4,155 熊本 フクユタカ 4,363
ナンブシロメ 5,454 その他 8,197 その他 3,889 その他 3,963
その他 5,247 千葉 タマホマレ 4,260 京都 オオツル 8,023 大分 トヨシロメ 4,091

宮城 あやこがね 4,405 フクユタカ 4,794 エンレイ - フクユタカ 4,360
コスズ 6,511 その他 4,651 タマホマレ - むらゆたか 4,023
スズユタカ 5,500 長野 ギンレイ 4,778 その他 - その他 3,810
タチナガハ 4,778 タチナガハ 5,037 大阪 その他 - 宮崎 フクユタカ 4,031
タンレイ 4,421 ナカセンナリ 5,361 兵庫 タマホマレ 4,126 その他 3,800
ミヤギシロメ 5,028 その他 4,318 その他 4,412 鹿児島 フクユタカ 3,898
その他 4,202 新潟 あやこがね 4,673 奈良 その他 4,004 その他 3,847

秋田 エンレイ 4,028 エンレイ 4,213 鳥取 エンレイ 3,820
コスズ 4,000 コスズ 6,535 サチユタカ 4,163
スズユタカ 4,000 その他 3,800 すずこがね 4,479
タチユタカ 4,277 富山 エンレイ 4,867 タマホマレ 4,042
ライデン - オオツル 4,503 その他 3,820
リュウホウ 4,345 その他 4,330 島根 サチユタカ 4,173
その他 4,567 石川 あやこがね 4,150 タマホマレ 4,174

山形 エンレイ 4,650 エンレイ 4,382 その他 4,010
スズユタカ 4,738 オオツル 4,220 岡山 タマホマレ 4,327
タチユタカ 4,390 その他 4,080 その他 4,238
リュウホウ 4,442 広島 アキシロメ 4,478
その他 4,344 その他 4,867
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