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大豆作経営安定対策に係る 16 年産補てん基準価格の決定について 

 
（１） 大豆作経営安定対策に係る平成 16 年産の銘柄別補てん基

準価格を、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４に基づき別紙のとおり算出し

た。 

 
（２） 今後、6 月末までの間に同対策の加入契約・数量契約の締

結を進めることとしている。 

 
 
 
 

○ 大豆作経営安定対策のイメージ図 
 

  
 

○ 大豆作経営安定対策のスケジュール（16 年産） 
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別紙　大豆作経営安定対策の補てん基準価格（16年産）

【全農】 【全集連】

県名 銘柄名
補てん基準価格
（円／60kg）

県名 銘柄名
補てん基準価格
（円／60kg）

県名 銘柄名
補てん基準価格
（円／60kg）

県名 銘柄名
補てん基準価格
（円／60kg）

県名 銘柄名
補てん基準価格
（円／60kg）

北海道 秋田 9,032 栃木 タチナガハ 5,635 京都 オオツル 11,222 北海道 秋田 9,032 滋賀 エンレイ 5,999
大袖の舞 10,452 たまうらら 5,907 その他 10,808 大袖の舞 10,452 オオツル 6,000
大袖振 7,256 納豆小粒 9,521 兵庫 サチユタカ 7,074 大袖振 7,256 タマホマレ 6,572
音更大袖振 11,201 その他 5,411 その他 6,705 音更大袖振 11,201 フクユタカ 6,114
スズヒメ 9,625 群馬 タチナガハ 6,011 奈良 サチユタカ 6,453 スズヒメ 9,625 その他 5,576
スズマル 10,474 ハタユタカ 4,460 その他 6,270 スズマル 10,474 福岡 フクユタカ 6,296
つるの子 10,326 その他 6,380 鳥取 エンレイ 5,531 つるの子 10,326 その他 5,635
ツルムスメ 9,328 埼玉 エンレイ 7,673 サチユタカ 5,389 ツルムスメ 9,328 佐賀 フクユタカ 6,260
とよまさり 7,051 タチナガハ 7,174 すずこがね 5,330 とよまさり 7,051 むらゆたか 7,062
ハヤヒカリ 11,302 白光 9,496 タマホマレ 5,823 ハヤヒカリ 11,302 その他 5,643
その他 6,407 その他 7,902 その他 5,140 その他 6,407 熊本 フクユタカ 6,223

青森 おおすず 5,489 千葉 タチナガハ 6,278 島根 サチユタカ 5,970 青森 おおすず 5,489 その他 5,226
オクシロメ 6,582 タマホマレ 6,753 タマホマレ 6,362 オクシロメ 6,582 大分 トヨシロメ 5,624
スズカリ 6,671 フクユタカ 6,241 その他 5,298 スズカリ 6,671 フクユタカ 6,233
とよまさり 6,675 その他 6,284 岡山 サチユタカ 6,638 とよまさり 6,675 むらゆたか 6,185
その他 6,171 長野 ギンレイ 6,388 タマホマレ 6,892 その他 6,171 その他 6,090

岩手 青丸くん 6,776 タチナガハ 6,972 その他 6,109 岩手 青丸くん 6,776
コスズ 8,170 ナカセンナリ 7,229 広島 アキシロメ 5,835 コスズ 8,170
スズカリ 5,833 その他 5,630 サチユタカ 5,928 スズカリ 5,833
ナンブシロメ 6,073 新潟 あやこがね 6,862 その他 5,481 ナンブシロメ 6,073
その他 6,776 エンレイ 5,501 山口 サチユタカ 6,001 その他 6,776

宮城 あやこがね 5,639 コスズ 8,485 フクユタカ 6,369 宮城 あやこがね 5,639
コスズ 7,404 その他 4,767 その他 6,461 コスズ 7,404
スズユタカ 6,768 富山 エンレイ 5,839 香川 アキシロメ 5,939 スズユタカ 6,768
タチナガハ 6,141 オオツル 5,843 フクユタカ 6,740 タチナガハ 6,141
タンレイ 5,301 その他 4,730 その他 5,959 タンレイ 5,301
ミヤギシロメ 6,765 石川 あやこがね 6,121 愛媛 タマホマレ 5,818 ミヤギシロメ 6,765
その他 4,237 エンレイ 5,587 フクユタカ 5,781 その他 4,237

秋田 エンレイ 4,743 オオツル 6,139 その他 5,487 秋田 エンレイ 4,743
コスズ 6,901 その他 4,943 高知 サチユタカ 6,217 コスズ 6,901
タチユタカ 4,794 岐阜 アキシロメ 6,421 フクユタカ 6,365 タチユタカ 4,794
リュウホウ 5,210 フクユタカ 5,985 その他 5,857 リュウホウ 5,210
その他 4,898 その他 5,730 福岡 サチユタカ 6,169 その他 4,898

山形 エンレイ 6,066 静岡 フクユタカ 6,905 すずおとめ 5,635 山形 エンレイ 6,066
スズユタカ 5,354 その他 6,798 フクユタカ 6,296 スズユタカ 5,354
タチユタカ 5,309 愛知 フクユタカ 6,495 その他 5,635 タチユタカ 5,309
リュウホウ 5,046 その他 6,218 佐賀 エルスター 5,474 リュウホウ 5,046
その他 5,162 三重 タマホマレ 6,807 フクユタカ 6,260 その他 5,162

福島 コスズ 5,710 フクユタカ 6,310 むらゆたか 7,062 茨城 タチナガハ 5,660
スズユタカ 5,377 その他 6,001 その他 5,643 納豆小粒 9,214
タチナガハ 5,907 福井 あやこがね 5,667 長崎 フクユタカ 5,768 ハタユタカ 4,907
ふくいぶき 4,771 エンレイ 5,638 その他 5,815 その他 4,769
その他 4,771 オオツル 5,907 熊本 フクユタカ 6,223 栃木 いちひめ 6,617

茨城 タチナガハ 5,660 その他 4,660 その他 5,226 タチナガハ 5,635
納豆小粒 9,214 滋賀 エンレイ 5,999 大分 トヨシロメ 5,624 たまうらら 5,907
ハタユタカ 4,907 オオツル 6,000 フクユタカ 6,233 納豆小粒 9,521
その他 4,769 タマホマレ 6,572 むらゆたか 6,185 その他 5,411

フクユタカ 6,114 その他 6,090 新潟 あやこがね 6,862
その他 5,576 宮崎 フクユタカ 5,566 エンレイ 5,501

その他 5,282 コスズ 8,485
鹿児島 フクユタカ 5,521 その他 4,767

その他 4,992


