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１．大豆作経営安定対策に係る17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17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に基づき別紙の通り算出した。

（２）6月末までの間に同対策の加入契約・数量契約の締結を行った
ところである。

（３）なお、全農においては、17年産の補てんについて、17年産で
造成した資金の範囲内で行うことと決定しており、全集連にお
いても同様の対応を行う予定である。
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別紙 大豆作経営安定対策の補てん基準価格（17年産）

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 9,157 茨城 タチナガハ 5,931 三重 タマホマレ 6,283 福岡 サチユタカ 7,067
大袖の舞 9,752 納豆小粒 8,880 フクユタカ 6,801 すずおとめ 6,489
大袖振 8,266 ハタユタカ 5,542 その他 5,717 フクユタカ 6,748
音更大袖振 11,128 その他 4,714 福井 あやこがね 6,094 その他 6,500
スズヒメ 6,946 栃木 いちひめ 6,888 エンレイ 6,119 佐賀 エルスター 5,837
スズマル 8,613 　 タチナガハ 6,109 オオツル 6,473 フクユタカ 6,743
つるの子 9,507 たまうらら 7,174 その他 5,004 むらゆたか 7,417
ツルムスメ 9,209 納豆小粒 8,220 滋賀 エンレイ 7,163 その他 5,591
とよまさり 7,480 その他 6,176 オオツル 6,510 長崎 フクユタカ 6,240
ハヤヒカリ 9,464 群馬 タチナガハ 7,024 タマホマレ 7,305 その他 6,195
ユキシズカ 4,569 ハタユタカ 6,069 フクユタカ 6,374 熊本 フクユタカ 6,574
その他 6,753 その他 7,580 その他 6,397 その他 5,952

青森 おおすず 5,956 埼玉 エンレイ 6,999 京都 オオツル 11,621 大分 トヨシロメ 5,655
オクシロメ 6,728 タチナガハ 7,482 その他 8,533 フクユタカ 6,431
スズカリ 7,087 白光 9,520 兵庫 サチユタカ 7,174 むらゆたか 6,467
とよまさり 7,017 その他 8,089 その他 6,772 その他 6,594
その他 6,455 千葉 サチユタカ 6,536 奈良 サチユタカ 6,423 宮崎 フクユタカ 5,903

岩手 青丸くん 10,408 タチナガハ 6,495 その他 6,607 その他 5,349
コスズ 8,060 フクユタカ 6,536 鳥取 エンレイ 5,956 鹿児島 フクユタカ 6,093
スズカリ 6,059 その他 6,447 サチユタカ 5,391 その他 5,502
ナンブシロメ 6,229 長野 ギンレイ 6,990 すずこがね 5,447
その他 6,074 タチナガハ 7,249 タマホマレ 5,879

宮城 あやこがね 6,641 ナカセンナリ 7,823 その他 6,306
コスズ 7,627 その他 5,897 島根 サチユタカ 6,089
スズユタカ 6,846 新潟 あやこがね 6,905 タマホマレ 6,439
タチナガハ 7,108 エンレイ 6,130 その他 5,298
タンレイ 5,838 コスズ 8,593 岡山 サチユタカ 6,876
ミヤギシロメ 7,243 その他 5,677 タマホマレ 7,615
その他 5,717 富山 エンレイ 6,562 その他 6,959

秋田 エンレイ 5,703 オオツル 7,289 広島 アキシロメ 5,991
コスズ 4,710 その他 5,429 サチユタカ 5,758
タチユタカ 5,469 石川 あやこがね 6,257 その他 6,048
リュウホウ 5,467 エンレイ 6,029 山口 サチユタカ 6,067
その他 5,055 オオツル 6,266 フクユタカ 6,391

山形 エンレイ 6,529 その他 5,328 その他 6,402
スズユタカ 6,054 岐阜 アキシロメ 6,431 香川 アキシロメ 6,302
タチユタカ 6,429 つやほまれ 6,550 フクユタカ 7,019
リュウホウ 5,145 フクユタカ 6,550 その他 6,298
その他 5,862 その他 6,017 愛媛 タマホマレ 5,628

福島 コスズ 5,843 静岡 フクユタカ 7,296 フクユタカ 6,110
スズユタカ 5,844 その他 6,981 その他 5,919
タチナガハ 6,448 愛知 フクユタカ 7,021 高知 サチユタカ 6,786
ふくいぶき 6,946 その他 6,391 フクユタカ 6,934
その他 5,384 その他 7,013




