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大豆作経営安定対策に係る 15 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 15 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（15 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（15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 5,101 栃木 タチナガハ 4,841 京都 オオツル 6,822 北海道 秋田 5,101 福岡 フクユタカ 4,632
大袖の舞 6,047 たまうらら 5,296 タマホマレ 6,920 大袖の舞 6,047 その他 4,447
大袖振 4,999 納豆小粒 5,627 その他 6,615 大袖振 4,999 佐賀 フクユタカ 4,660
音更大袖振 5,759 その他 5,484 兵庫 サチユタカ 4,380 音更大袖振 5,759 むらゆたか 4,745
スズヒメ 4,508 群馬 タチナガハ 4,904 その他 4,000 スズヒメ 4,508 その他 3,607
スズマル 5,811 その他 5,464 奈良 その他 4,338 スズマル 5,811 熊本 フクユタカ 4,553
つるの子 7,992 埼玉 エンレイ 5,043 鳥取 エンレイ 4,229 つるの子 7,992 その他 4,264
ツルムスメ 7,057 タチナガハ 5,266 サチユタカ 4,051 ツルムスメ 7,057 大分 トヨシロメ 4,202
とよまさり 5,450 白光 7,191 すずこがね 4,181 とよまさり 5,450 フクユタカ 4,253
ハヤヒカリ 4,877 その他 5,810 タマホマレ 3,962 ハヤヒカリ 4,877 むらゆたか 4,334
その他 4,409 千葉 タマホマレ 4,140 その他 4,251 その他 4,409 その他 4,167

青森 おおすず 4,885 フクユタカ 4,689 島根 サチユタカ 4,380 青森 おおすず 4,885
オクシロメ 4,569 その他 4,658 タマホマレ 4,268 オクシロメ 4,569
スズカリ 4,317 長野 ギンレイ 4,952 その他 3,881 スズカリ 4,317
とよまさり 4,392 タチナガハ 5,041 岡山 サチユタカ 4,136 その他 4,169
その他 4,169 ナカセンナリ 5,435 タマホマレ 5,194 岩手 コスズ 5,144

岩手 コスズ 5,144 その他 4,207 その他 4,946 スズカリ 4,570
スズカリ 4,570 新潟 あやこがね 4,374 広島 アキシロメ 4,526 ナンブシロメ 4,879
ナンブシロメ 4,879 エンレイ 4,672 サチユタカ 4,410 その他 4,426
その他 4,426 コスズ 5,300 その他 4,424 宮城 ミヤギシロメ 5,355

宮城 あやこがね 4,989 その他 4,319 山口 サチユタカ 3,954 その他 4,273
コスズ 5,800 富山 エンレイ 5,080 ニシムスメ 4,005 秋田 スズユタカ 3,758
スズユタカ 4,634 オオツル 4,764 フクユタカ 3,955 タチユタカ 3,880
タチナガハ 5,257 その他 4,513 その他 3,807 ライデン 4,380
タンレイ 4,900 石川 あやこがね 4,301 香川 アキシロメ 4,502 リュウホウ 4,172
ミヤギシロメ 5,355 エンレイ 4,864 フクユタカ 4,541 その他 3,628
その他 4,273 オオツル 4,319 その他 4,524 山形 スズユタカ 4,726

秋田 エンレイ 3,687 その他 4,288 愛媛 タマホマレ 4,476 タチユタカ 4,649
コスズ 3,913 岐阜 アキシロメ 4,224 フクユタカ 4,488 リュウホウ 4,255
スズユタカ 3,758 フクユタカ 4,682 その他 4,380 その他 4,143
タチユタカ 3,880 その他 4,457 高知 その他 4,934 茨城 タチナガハ 4,457
ライデン 4,380 静岡 フクユタカ 4,757 福岡 フクユタカ 4,632 納豆小粒 5,571
リュウホウ 4,172 その他 4,367 その他 4,447 ハタユタカ 4,467
その他 3,628 愛知 フクユタカ 4,860 佐賀 エルスター 4,454 その他 3,926

山形 エンレイ 4,712 その他 4,304 フクユタカ 4,660 栃木 いちひめ 5,354
スズユタカ 4,726 三重 タマホマレ 4,300 むらゆたか 4,745 タチナガハ 4,841
タチユタカ 4,649 フクユタカ 4,701 その他 3,607 納豆小粒 5,627
リュウホウ 4,255 その他 3,948 長崎 フクユタカ 4,633 その他 5,484
その他 4,143 福井 あやこがね 4,946 その他 4,560 新潟 あやこがね 4,374

福島 コスズ 4,899 エンレイ 4,820 熊本 フクユタカ 4,553 エンレイ 4,672
スズユタカ 4,636 オオツル 4,500 その他 4,264 その他 4,319
タチナガハ 4,424 その他 4,144 大分 トヨシロメ 4,202 滋賀 エンレイ 5,525
その他 4,416 滋賀 エンレイ 5,525 フクユタカ 4,253 オオツル 4,767

茨城 タチナガハ 4,457 オオツル 4,767 むらゆたか 4,334 その他 4,508
納豆小粒 5,571 タマホマレ 4,620 その他 4,167
ハタユタカ 4,467 フクユタカ 4,252 宮崎 フクユタカ 4,192
その他 3,926 その他 4,508 その他 3,907

鹿児島 フクユタカ 4,332
その他 4,179




