
（明細）平成２６年度　野菜関係補助事業

１．契約野菜収入確保モデル事業

実施地域 事業実施主体 交付金額（円）

北海道 有限会社大地 520,981

宮城県 加美よつば農業協同組合 1,434,950

宮城県 有限会社大郷グリーンファーマーズ 786,000

福島県 有限会社自然館 18,242

茨城県 株式会社カネマサファーム茨城 5,609

茨城県 古河農業生産株式会社 160,281

茨城県 有限会社森ファームサービス 146,661

埼玉県 株式会社あらき 990,352

埼玉県 株式会社ティー・エスファーム 101,715

埼玉県 サンポー食品株式会社 11,114

千葉県 有限会社サンポーファーム 805,930

東京都 株式会社ゼントクコーポレーション 88,843

東京都 東京デリカフーズ株式会社 49,904

長野県 有限会社トップリバー 1,757,947

長野県 有限会社ハヤシ 24,717

愛知県 愛知県経済農業協同組合連合会 459,968

愛知県 愛知みなみ農業協同組合 183,842

兵庫県 株式会社ＮＵＶＯＣＯ 265,998

兵庫県 全国農業協同組合連合会兵庫県本部 166,095

和歌山県 有機農業事業協同組合 122,640

福岡県 農業生産組合　豊の国 161,933

長崎県 株式会社太陽野菜 151,436

熊本県 株式会社ベジタブルズ金剛 229,816

熊本県 熊本経済農業協同組合連合会 214,009

宮崎県 宮﨑中央農業協同組合 482,147

鹿児島県 株式会社さかうえ 1,183,072

生産者　計 4,091,961

計 14,616,163



２．緊急需給調整推進事業

（１）産地情報調査員設置事業

実施地域 事業実施主体 交付金額（円）

愛知県 （公社）愛知県園芸振興基金協会 218,370

青森県 （公社）青森県青果物価格安定基金協会 223,398

茨城県 （公社）茨城県農林振興公社 176,172

岩手県 （公社）岩手県農畜産物価格安定基金協会 219,700

大分県 （公社）大分県野菜協会 107,040

大阪府 （一社）大阪府野菜生産出荷安定資金協会 70,980

岡山県 （公社）岡山県野菜生産安定協会 65,400

香川県 （公社）香川県青果物協会 87,900

熊本県 （一社）熊本県野菜価格安定資金協会 245,525

佐賀県 （公社）佐賀県園芸農業振興基金協会 72,330

滋賀県 （一財）滋賀県青果物生産安定資金協会 85,176

静岡県 （公財）静岡県特産野菜生産出荷安定資金協会 152,200

徳島県 （公社）徳島県園芸振興資金協会 196,200

栃木県 （一社）栃木県青果物生産安定互助協会 83,400

長崎県 （公社）長崎県園芸振興基金協会 173,280

長野県 （一財）長野県野菜生産安定基金協会 16,200

兵庫県 全農兵庫県本部 193,009

福井県 （一財）福井県野菜生産価格安定事業協会 94,780

福岡県 （公社）ふくおか園芸農業振興協会 151,860

北海道 （公社）北海道青果物価格安定基金協会 124,680

三重県 （公社）三重県青果物価格安定基金協会 73,028

和歌山県 （一社）和歌山県野菜価格安定基金協会 201,260

計 3,031,888



（２）消費拡大推進事業

実施地域 事業実施主体 交付金額（円）

千葉県 全農千葉県本部 479,150

東京都 全農本所 2,307,000

計 2,307,000

３．野菜緊急需給調整推進助成事業

実施地域 事業実施主体 交付金額（円）

愛知県 愛知県経済連 140,000

大阪府 全農大阪府本部 70,000

岡山県 全農岡山県本部 60,000

神奈川県 全農神奈川県本部 166,108

熊本県 熊本県経済連 80,000

群馬県 全農群馬県本部 260,000

埼玉県 全農埼玉県本部 50,000

佐賀県 佐賀県農業協同組合 130,000

千葉県 全農千葉県本部 220,000

東京都 全農本所 1,100,000

鳥取県 全農鳥取県本部 40,128

長崎県 全農長崎県本部 90,000

福岡県 全農福岡県本部 71,341

北海道 ホクレン 427,460

山口県 全農山口県本部 70,000

計 2,905,037



４．加工・業務用野菜生産基盤強化事業

（１）加工・業務用野菜生産基盤強化推進事業

実施地域 事業実施主体 交付金額（円）

愛知県 愛知県経済連 48,860,000

秋田県 全農秋田県本部 31,710,000

鹿児島県 大崎キャベツ出荷組合 16,660,000

熊本県 JA阿蘇波野キャベツ部会 25,550,000

熊本県 球磨地域農協 25,620,000

埼玉県 （株）ティー・エスファーム 9,100,000

滋賀県 グリーン近江農協 11,200,000

富山県 となみ野農協 7,420,000

長崎県 長崎県央農協 21,630,000

長崎県 島原雲仙農協 7,350,000

長崎県 さがさき西海農協 10,010,000

長野県 （有）トップリバー 8,750,000

兵庫県 兵庫六甲農協 8,890,000

北海道 美幌町農協 15,470,000

北海道 斜里町農協 7,420,000

北海道 いわみざわ農協玉葱部会 51,800,000

北海道 しかりべつ高原野菜出荷組合 21,140,000

北海道 めむろキャベツの会 7,000,000

北海道 美瑛農協 7,210,000

北海道 きたみらい農協 193,550,000

北海道 美幌地方広域農協連合会 54,600,000

北海道 常呂町農協 17,150,000

北海道 えんゆう農協 23,800,000

北海道 ふらの農協 73,500,000

宮崎県 （有）四位農園 42,280,000

宮崎県 綾・野菜加工館ほうれんそう生産組合 15,540,000

宮崎県 尾鈴農協 29,400,000

宮崎県 西都農協 29,470,000

宮崎県 （株）立久井農園 28,000,000

宮崎県 宮崎自然農園（株） 20,440,000

計 870,520,000



（２）加工・業務用野菜生産基盤強化支援事業

実施地域 事業実施主体 交付金額（円）

秋田県 （公社）秋田県青果物基金協会 41,406

鹿児島県 （公社）鹿児島県青果物生産出荷安定基金協会 29,963

滋賀県 （一財）滋賀県青果物資金協会 102,762

兵庫県 （一社）兵庫県青果物資金協会 29,800

北海道 （公社）北海道青果物価格安定基金協会 957,171

宮崎県 （公財）宮崎県青果物資金協会 40,158

計 1,201,260


	推進助成事業

