
（明細）平成２７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）

有限会社大地 671,416

新篠津つちから農場株式会社 52,314

宮城県 加美よつば農業協同組合 656,172

福島県 有限会社御光福園芸 3,226

全国農業協同組合連合会茨城県本部 2,057,388

古河農業生産株式会社 2,306,500

美の里有機農業生産組合 3,022,394

有限会社アグリファクトリー 1,104,994

有限会社森ファームサービス 615,240

株式会社まるだい 2,679

千葉県 有限会社サンポーファーム 41,648

長野県 有限会社トップリバー 2,671,270

静岡県 株式会社鈴生 58,839

愛知県 愛知県経済農業協同組合連合会 7,330,000

和歌山県 有機農業事業協同組合 1,164,228

セブンフーズ株式会社 270,679

熊本県経済農業協同組合連合会 160,467

宮崎県 農業生産法人有限会社新福青果 828,815

鹿児島県 株式会社さかうえ 347,620

生産者　計 10,585,701

計 33,951,590

北海道

茨城県

熊本県



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）

北海道 公益社団法人北海道青果物価格安定基金協会 159,782

青森県 公益社団法人青森県青果物価格安定基金協会 166,812

岩手県 公益社団法人岩手県農畜産物価格安定基金協会 184,324

茨城県 公益社団法人茨城県農林振興公社 140,640

栃木県 一般社団法人栃木県青果物生産安定互助協会 65,320

長野県 一般財団法人長野県野菜生産安定基金協会 14,480

静岡県 公益財団法人静岡県特産野菜生産出荷安定資金協会 134,287

福井県 一般財団法人福井県野菜生産価格安定事業協会 112,880

愛知県 公益社団法人愛知県園芸振興基金協会 178,760

三重県 公益社団法人三重県青果物価格安定基金協会 64,201

滋賀県 一般財団法人滋賀県青果物生産安定資金協会 72,520

大阪府 一般社団法人大阪府野菜生産出荷安定資金協会 59,948

兵庫県 全国農業協同組合連合会兵庫県本部 172,560

和歌山県 一般社団法人和歌山県青果物基金協会 161,871

鳥取県 一般財団法人鳥取県野菜価格安定基金協会 117,970

岡山県 公益社団法人岡山県野菜生産安定協会 53,320

徳島県 公益社団法人徳島県園芸振興資金協会 152,720

香川県 公益社団法人香川県青果物協会 65,320

福岡県 公益社団法人ふくおか園芸農業振興協会 130,076

佐賀県 公益社団法人佐賀県園芸農業振興基金協会 57,504

長崎県 公益社団法人長崎県園芸振興基金協会 134,960

熊本県 一般社団法人熊本県野菜価格安定資金協会 215,512

大分県 公益社団法人大分県野菜協会 81,120

計 2,696,887



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）

北海道 ホクレン 329,550

茨城県 全農茨城県本部 140,000

群馬県 全農群馬県本部 260,000

埼玉県 全農埼玉県本部 55,556

千葉県 全農千葉県本部 210,000

東京都 全農本所 1,386,266

神奈川県 全農神奈川県本部 197,319

和歌山県 和歌山県農協連 70000

大阪府 全農大阪府本部 80,000

兵庫県 全農兵庫県本部 270,000

岡山県 全農岡山県本部 68,000

鳥取県 全農鳥取県本部 60,000

徳島県 全農徳島県本部 100,000

福岡県 全農福岡県本部 82,467

長崎県 全農長崎県本部 92,593

佐賀県 佐賀県農協 120,000

熊本県 熊本県経済連 90,000

計 3,611,751



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）

いわみざわ農業協同組合玉葱部会 37,000,000

えんゆう農業協同組合 17,000,000

きたみらい農業協同組合 224,460,000

しかりべつ高原野菜出荷組合 16,600,000

斜里町農業協同組合 5,300,000

常呂町農業協同組合 25,970,000

美瑛町農業協同組合 55,830,000

美幌地方広域農業協同組合連合会 44,600,000

美幌町農業協同組合 11,150,000

ふらの農業協同組合 121,810,000

めむろキャベツの会 5,000,000

浦幌町農業協同組合 7,070,000

帯広市川西農業協同組合 58,100,000

更別村農業協同組合 7,840,000

芽室町農業協同組合 12,040,000

秋田県 全国農業協同組合連合会秋田県本部 34,200,000

宮城県 全国農業協同組合連合会宮城県本部 7,700,000

群馬県 あがつま農業協同組合 39,480,000

株式会社ティー・エスファーム 6,500,000

㈲マッシュ 28,210,000

とぴあ浜松農業協同組合 16,520,000

Fujinokuni 　Agriculture　School 60,970,000

有限会社トップリバー 27,600,000

長野県川上村タスパス出荷組合 39,550,000

富山県 となみ野農業協同組合 5,500,000

福井県 花咲ふくい農業協同組合 11,200,000

岐阜県 全国農業協同組合連合会岐阜県本部 12,110,000

三重県 全国農業協同組合連合会三重県本部 7,420,000

愛知県 愛知県経済農業協同組合連合会 59,740,000

滋賀県 グリーン近江農業協同組合 16,680,000

兵庫県 兵庫六甲農業協同組合 6,200,000

徳島県 阿波市農業生産法人協会 11,900,000

愛媛県 農事組合法人たいよう農園 40,110,000
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福岡県 福岡京築農業協同組合 10,570,000

佐賀県 ＳＡＧＡオニオン倶楽部 14,210,000

島原雲仙農業協同組合 5,400,000

ながさき西海農業協同組合 11,630,000

長崎県央農業協同組合 26,100,000

阿蘇農業協同組合波野キャベツ部会 18,250,000

球磨地域農業協同組合 18,300,000

あまくさ農業協同組合園芸部会大矢野支部 ﾉｰﾗｯﾌﾟﾚﾀｽ部 14,210,000

農事組合法人タックやつしろ 14,630,000

「綾・野菜加工館」加工用ほうれんそう生産組合 26,430,000

尾鈴農業協同組合 21,000,000

西都農業協同組合 20,950,000

農業生産法人　有限会社四位農園 30,200,000

株式会社立久井農園 20,000,000

宮崎自然農園株式会社 14,600,000

イシハラフーズ株式会社 82,600,000

大崎町キャベツ出荷組合 11,900,000

エコファームズ知覧出荷組合 8,190,000

大隅中央やさい生産組合 21,280,000

鹿児島県経済農業協同組合連合会 11,200,000

株式会社指宿やさいの王国 8,680,000

たろう園キャベツ出荷組合 33,530,000

計 1,525,220,000

（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）

北海道 公益社団法人北海道青果物価格安定基金協会 2,000,000

秋田県 公益社団法人秋田県青果物基金協会 285,370

福井県 一般財団法人福井県野菜生産価格安定事業協会 29,200

愛知県 公益社団法人愛知県園芸振興基金協会 132,053

三重県 公益社団法人三重県青果物価格安定基金協会 27,109

滋賀県 一般財団法人滋賀県青果物資金協会 353,882

兵庫県 一般社団法人兵庫県青果物資金協会 6,460

愛媛県 公益社団法人愛媛県園芸振興基金協会 41,788

福岡県 公益社団法人ふくおか園芸農業振興協会 16,732

宮崎県 公益財団法人宮崎県青果物資金協会 29,499

宮崎県
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鹿児島県 公益社団法人鹿児島県青果物生産出荷安定基金協会 86,619

計 3,008,712


