
別表１（特定野菜供給産地育成価格差補給事業）

資金造成
単　　価

対象特定野菜等 対象市場群 対象出荷期間 円／㎏

関　東
５月１日から

６月３０日まで
令和４年５月１日から

令和６年６月３０日まで
224.50 154.23 56.22

関　東
７月１日から

１０月３１日まで
令和４年７月１日から

令和６年１０月３１日まで
381.00 262.12 95.10

関　東
１１月１日から

１２月３１日まで
令和４年１１月１日から

令和６年１２月３１日まで
567.00 389.91 141.67

東　北 567.50 390.07 141.94

関　東 583.50 401.10 145.92

東　北 342.00 235.12 85.50

関　東 351.50 241.65 87.88

東　北 165.50 113.75 41.40

関　東 266.50 183.40 66.48

北　陸 225.50 155.08 56.34

東　海 211.50 145.30 52.96

近　畿 206.50 142.08 51.54

東　北 148.00 101.94 36.85

関　東 223.00 153.36 55.71

北　陸 190.50 130.89 47.69

東　海 168.50 115.93 42.06

近　畿 169.00 116.24 42.21

関　東
４月１日から

６月３０日まで
令和４年４月１日から

令和６年６月３０日まで
393.00 270.17 98.26

関　東
１０月１日から

１２月３１日まで
令和４年１０月１日から

令和６年１２月３１日まで
390.00 268.27 97.38

東　北 417.50 287.20 104.24

関　東 428.00 294.17 107.06

関　東
４月１日から

４月３０日まで
令和４年４月１日から

令和６年４月３０日まで
244.00 167.90 60.88

関　東
５月１日から

５月３１日まで
令和４年５月１日から

令和６年５月３１日まで
177.00 121.64 44.29

東　北 169.50 116.40 42.48

関　東 170.50 117.20 42.64

北　陸 184.00 126.48 46.02

近　畿 172.00 118.20 43.04

関　東
８月１日から

９月３０日まで
令和４年８月１日から

令和６年９月３０日まで
156.00 107.27 38.98

７月１日から
９月３０日まで

４月１日から
６月３０日まで

保証基準
額円／㎏

最低基準
額円／㎏

令和５年１月１日から
令和７年３月３１日まで

令和５年１月１日から
令和７年２月末日まで

１月１日から
２月末日まで

令和５年３月１日から
令和７年４月３０日まで

令和４年６月１日から
 令和６年７月３１日まで

３月１日から
４月３０日まで

業　　　　務　　　　区　　　　分
業務対象年間

ご ぼ う

令和４年７月１日から
令和６年９月３０日まで

令和４年４月１日から
令和６年６月３０日まで

に ら

ふ き

１月１日から
３月３１日まで

スイートコーン

６月１日から
７月３１日まで

し ゅ ん ぎ く



資金造成
単　　価

対象特定野菜等 対象市場群 対象出荷期間 円／㎏

保証基準
額円／㎏

最低基準
額円／㎏

業　　　　務　　　　区　　　　分
業務対象年間

さ や い ん げ ん 関　東
６月１日から

１０月３１日まで
令和４年６月１日から

令和６年１０月３１日まで
533.00 366.51 133.19

関　東 545.50 375.09 136.33

東　海 459.00 315.69 114.65

関　東
５月１日から

６月３０日まで
令和４年５月１日から

令和６年６月３０日まで
173.50 119.20 43.44

関　東
７月１日から

９月３０日まで
令和４年７月１日から

令和６年９月３０日まで
227.00 156.19 56.65

関　東
１０月１日から

１１月３０日まで
令和４年１０月１日から

令和６年１１月３０日まで
202.00 138.96 50.43

関　東
１２月１日から

１２月３１日まで
令和４年１２月１日から

令和６年１２月３１日まで
237.50 163.44 59.25

関　東
１月１日から
２月末日まで

令和５年１月１日から
令和７年２月末日まで

237.50 163.19 59.45

関　東
３月１日から

４月３０日まで
令和５年３月１日から

令和７年４月３０日まで
213.50 146.77 53.38

東　北 230.00 158.12 57.50

関　東 252.00 173.37 62.90

北　陸 259.00 178.01 64.79

東　北 267.50 183.96 66.83

関　東 264.50 182.03 65.98

北　陸 245.50 168.70 61.44

関　東
４月１日から

６月３０日まで
令和４年４月１日から

令和６年６月３０日まで
197.50 135.76 49.39

関　東
７月１日から

９月３０日まで
令和４年７月１日から

令和６年９月３０日まで
225.50 155.03 56.38

関　東
１０月１日から

１２月３１日まで
令和４年１０月１日から

令和６年１２月３１日まで
249.50 171.46 62.43

関　東
１月１日から

３月３１日まで
令和５年１月１日から

令和７年３月３１日まで
246.50 169.38 61.70

に が う り 関　東
6月１日から
9月３０日まで

令和４年６月１日から
令和６年９月３０日まで

271.00 186.49 67.61

ち ん げ ん さ い

こ ま つ な

ブ ロ ッ コ リ ー

１０月１日から
１２月３１日まで

１月１日から
３月３１日まで

え だ ま め

令和５年１月１日から
令和７年３月３１日まで

６月１日から
１０月３１日まで

令和４年６月１日から
令和６年１０月３１日まで

令和４年１０月１日から
令和６年１２月３１日まで

別表２　交付準備金造成負担割合（特定野菜供給産地育成価格差補給事業関係）

国 県 市町村 全農群馬県本部 農　　　協 生　産　者

0.09/3 0.09/3 0.6/3

特定野菜のうちスイートコーン、ブロッコリー、かぼちゃ、アスパラガス

国 県 市町村 全農群馬県本部 農　　　協 生　産　者

0.09/4 0.09/4 0.6/4

１/３ １/３ 0.22/3 相当規模生産者

0.78/3

１/２ １/４ 0.22/4 相当規模生産者

0.78/4



別表３（指定野菜供給産地育成価格差補給事業）

資金造成
単　　価

対象特定野菜等 対象市場群 対象出荷期間 円／㎏ 円／㎏ 円／㎏

夏 は く さ い 関　東
８月１１日から

１０月１５日まで
令和４年８月１１日から

令和６年１０月１５日まで
81.50 54.22 21.82

夏 秋 ト マ ト
（ミニトマトを除く）

関　東
７月１日から

９月３０日まで
令和４年７月１日から

令和６年９月３０日まで
250.50 167.00 66.80

関　東
７月１日から

９月３０日まで
令和４年７月１日から

令和６年９月３０日まで
239.50 159.74 63.81

関　東
１０月１日から

１１月３０日まで
令和４年１０月１日から

令和６年１１月３０日まで
284.50 189.63 75.90

関　東
１０月１日から

１２月３１日まで
令和３年１０月１日から

令和５年１２月３１日まで
249.50 166.34 66.53

関　東
１月１日から

３月３１日まで
令和４年１月１日から

令和６年３月３１日まで
251.00 167.35 66.92

秋 冬 ね ぎ
（はく皮して調製し
たものに限る。）

保証基準額業　　　　務　　　　区　　　　分 最低基準額

夏 秋 な す

業務対象年間

別表４　交付準備金造成負担割合（指定野菜供給産地育成価格差補給事業関係）

国 県 市町村 全農群馬県本部 農　　　協 生　産　者

1.5% 1.5% 20%

50% 25% 2% 相当規模生産者

23%



別記

対象市場群 都道府県等 市場区分 対象市場群に属する市場 卸売会社

中　央 札幌市中央卸売市場 札幌みらい中央青果㈱
丸果函館合同青果㈱
東一函館青果㈱

釧路市公設地方卸売市場 丸中釧路中央青果㈱
旭一旭川地方卸売市場 旭一㈱キョクイチ
丸果旭川地方卸売市場 丸果旭川青果卸売市場㈱
帯広地方卸売市場 帯広地方卸売市場㈱
マルキタ北見地方卸売市場 ㈱キョクイチ　マルキタ事業部
公設道央地方卸売市場 ㈱岩　　三
苫小牧市公設地方卸売市場 丸一苫小牧中央青果㈱
青森市中央卸売市場 青森合同青果㈱
八戸市中央卸売市場 八戸中央青果㈱

地　方 弘前総合地方卸売市場 弘果弘前中央青果㈱
中　央 盛岡市中央卸売市場 丸モ盛岡中央青果㈱

岩手県南青果地方卸売市場 ㈱岩手県南青果市場
花巻市公設地方卸売市場 ㈱花　　果

中　央 仙台市中央卸売市場本場 仙台あおば青果株式会社
地　方 石巻青果花き地方卸売市場 ㈱石巻青果

秋印秋田中央青果㈱
丸果秋田県青果㈱

能代青果地方卸売市場 ㈱能代青果地方卸売市場
山形市公設地方卸売市場 山形丸果中央青果㈱

丸果庄内青果㈱
㈱庄　　果

地方卸売市場㈱丸勘山形青果市場 ㈱丸勘山形青果市場
中　央 いわき市中央卸売市場 ㈱平　　果

福島市公設地方卸売市場 福島中央青果卸売㈱
丸果会津青果㈱
山平会津若松青果㈱
㈱マルケイ青果市場
㈱山一中央青果卸売市場
㈱郡山大新青果

地方卸売市場東印郡山青果㈱ 東印郡山青果㈱
水戸中央青果㈱
茨城県大同青果㈱
土浦中央青果㈱
土浦大同青果㈱

公設鹿島地方卸売市場 鹿島中央青果㈱
中　央 宇都宮市中央卸売市場 東一宇都宮青果㈱
地　方 栃木県南地方卸売市場 荒井商事㈱

前橋生鮮食料品総合地方卸売市場 前橋青果㈱
館林市総合地方卸売市場 館林中央市場㈱
高崎市総合地方卸売市場 ぐんま県央青果㈱
桐生地方卸売市場 桐生青果㈱
地方卸売市場熊谷青果市場 ㈱熊谷青果市場
地方卸売市場川口中央青果市場 ㈱川口中央青果市場
地方卸売市場浦和総合流通ｾﾝﾀｰ 浦和中央青果市場㈱
大宮総合食品地方卸売市場 ㈱大宮中央青果市場
所沢総合食品地方卸売市場 浦和中央青果市場㈱所沢支社
地方卸売市場さいたま春日部市場 さいたま春日部市場㈱
埼玉県地方卸売市場上尾市場 埼玉県中央青果㈱

土浦地方卸売市場

栃木県

宮城県

地　方

山形県 地　方
公設庄内青果物地方卸売市場

福島県
地　方

会津若松市公設地方卸売市場

郡山市総合地方卸売市場

対　　象　　市　　場　　群

北海道ブロック 北海道
地　方

函館市青果物地方卸売市場

東北ブロック

青森県
中　央

岩手県
地　方

秋田県
秋田市公設地方卸売市場

茨城県 地　方

水戸市公設地方卸売市場

関東ブロック 群馬県 地　方

埼玉県 地　方



対象市場群 都道府県等 市場区分 対象市場群に属する市場 卸売会社

越谷総合食品地方卸売市場 マルセンフーズ㈱
埼玉川越総合地方卸売市場 東京新宿ベジフル㈱川越支店

(戸田市) 野菜販売施設 JA全農青果ｾﾝﾀｰ㈱東京ｾﾝﾀｰ JA全農青果ｾﾝﾀｰ㈱東京ｾﾝﾀｰ
千葉市地方卸売市場 千葉青果㈱
船橋市地方卸売市場 長印船橋青果㈱
柏市公設総合地方卸売市場 東京シティ青果㈱千葉支社柏市場
地方卸売市場㈱金坂青果 ㈱金坂青果市場
松戸市公設地方卸売市場南部市場 東京千住青果㈱東葛支社
市川地方卸売市場 長印船橋青果㈱市川支社
成田市公設地方卸売市場 シティ青果成田市場㈱
木更津市公設地方卸売市場 大一木更津青果㈱
東京都中央卸売市場豊洲市場 東京シティ青果㈱

〃　　　　大田市場 東京青果㈱
東一神田青果㈱
東京荏原青果㈱

〃　　　　葛西市場 東京千住青果㈱葛西支社
〃　　　　豊島市場 東京豊島青果㈱

東京都中央卸売市場淀橋市場 東京新宿ベジフル㈱
  〃　　　　北足立市場 東京千住青果㈱

〃　　　　板橋市場 東京豊島青果㈱板橋支社
東京富士青果㈱

　　　　　　　〃　　　　世田谷市場 東京新宿ベジフル世田谷㈱
　　　　　　　〃　　　　多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ市場 東京ニュータウン青果㈱
東京都練馬青果地方卸売市場 東京新宿ベジフル㈱練馬支店
東京都八王子北野地方卸売市場 東京八王子青果㈱
東京都国立地方卸売市場 東京多摩青果㈱
東京都東久留米地方卸売市場 東京多摩青果㈱北部支店
横浜市中央卸売市場本場 横浜丸中青果㈱

金港青果㈱
川崎市中央卸売市場北部市場 東一川崎中央青果(株)
湘南藤沢地方卸売市場 湘南青果㈱

横浜丸中青果㈱湘南支社
地方卸売市場横須賀青果物㈱ 横須賀青果物㈱
平果地方卸売市場 平塚中央青果卸売㈱
小田原市公設青果地方卸売市場 小田原青果㈱

小田原中央青果㈱
地方卸売市場神奈川青果㈱本社市場 神奈川青果㈱

(平塚市) 野菜販売施設 JA全農青果ｾﾝﾀｰ㈱神奈川ｾﾝﾀｰ JA全農青果ｾﾝﾀｰ㈱神奈川ｾﾝﾀｰ
甲府市地方卸売市場 山梨中央青果㈱

㈱甲州青果市場
佐久地方卸売市場 ㈱R＆Cながの青果佐久支社
上田地方卸売市場 ㈱R＆Cながの青果上田本社
松本市公設地方卸売市場 ㈱R＆Cながの青果松本支社
飯田市地方卸売市場 ㈱飯田青果
諏訪市公設地方卸売市場 ㈱R＆Cながの青果諏訪支社
長野地方卸売市場 ㈱R＆Cながの青果長野本社
飯山中央地方卸売市場 飯山中央市場㈱
静岡市中央卸売市場 静岡ＶＦ㈱
浜松市中央卸売市場 浜松青果㈱

㈱浜中
地方卸売市場三島青果市場 三島青果㈱
地方卸売市場沼津中央青果 沼津中央青果㈱
岳南富士地方卸売市場 富士中央青果㈱

神奈川県

中　央

地　方

山梨県

静岡県

中　央

地　方

千葉県 地　方

東京都

中　央

地　方

長野県 地　方

関東ブロック

埼玉県 地　方

地　方



対象市場群 都道府県等 市場区分 対象市場群に属する市場 卸売会社

中　央 新潟市中央卸売市場 新潟中央青果㈱
地方卸売長岡青果市場 長岡中央青果㈱
地方卸売市場㈱三条中央青果卸売市
場

㈱三条中央青果卸売市場
地方卸売市場柏印柏崎青果㈱ 柏印柏崎青果㈱
地方卸売市場㈱新印新潟総合卸売ｾﾝﾀｰ 新潟中央青果㈱北部支社
地方卸売市場㈱新津食品流通ｾﾝﾀｰ ㈱新津食品流通ｾﾝﾀｰ
地方卸売市場十日町生鮮食品㈱ 新潟県南部青果㈱
地方卸売市場新印上越青果㈱ 新印上越青果㈱
地方卸売市場㈱新印新潟総合卸売ｾﾝﾀｰ胎内分店 新潟中央青果㈱北部支社（胎内営業所）

地方卸売市場㈱新印青果西部卸売市場 新潟中央青果㈱西部支社
富山市公設地方卸売市場 富山中央青果㈱
高岡市地方卸売市場 丸果㈱高岡青果市場

中　央 金沢市中央卸売市場 丸果石川中央青果㈱
南加賀公設地方卸売市場 丸果小松青果㈱
七尾市公設地方卸売市場 丸果七尾青果㈱

中　央 福井市中央卸売市場 福井青果㈱
地　方 地方卸売市場武生青果 武生青果㈱
中　央 岐阜市中央卸売市場 岐阜中央青果㈱

大垣市公設地方卸売市場 大垣水産青果㈱
高山市公設地方卸売市場 ㈱ひだ青果市場

高山水産青果㈱
可茂公設地方卸売市場 可茂中央市場㈱
名古屋市中央卸売市場本場 名古屋青果㈱

セントライ青果(株)本場支社
名古屋市中央卸売市場北部市場 セントライ青果(株)
地方卸売市場一宮地方総合卸売市場 大協青果㈱
地方卸売市場名古屋西流通ｾﾝﾀｰ 名古屋西青果㈱
地方卸売市場知多南部総合卸売市場 ㈱知多総合卸売市場
愛中岡崎地方卸売市場 愛知県中央青果㈱
豊田市公設地方卸売市場 愛知県中央青果㈱

豊一豊田青果㈱
衣浦総合地方卸売市場 ㈱衣浦総合卸売市場
大一青果豊橋地方卸売市場 大一青果㈱
地方卸売市場豊橋中央青果 ㈱豊橋中央青果市場
豊川青果地方卸売市場 豊川青果市場㈱
三重県地方卸売市場 県印三重中央青果㈱

三重ＶＦ(株)
北勢地方卸売市場 四日市合同青果㈱
伊勢志摩総合地方卸売市場 伊勢山田青果㈱

岐阜県
地　方

中　央

三重県 地　方

北陸ブロック

新潟県
地　方

富山県 地　方

石川県
地　方

福井県

地　方

愛知県
東海ブロック



対象市場群 都道府県等 市場区分 対象市場群に属する市場 卸売会社

滋賀県 地　方 大津市公設地方卸売市場 滋賀びわ湖青果㈱

京都府 中　央 京都市中央卸売市場第一市場 京都青果合同㈱
地　方 京都府南部総合地方卸売市場 京印京都南部青果㈱

大阪市中央卸売市場本場 大果大阪青果㈱
大阪中央青果㈱

大阪市中央卸売市場東部市場 東果大阪㈱
大阪府中央卸売市場 大阪北部中央青果㈱

大果大阪青果㈱北部支社
地方卸売市場大阪促成青果 大阪促成青果㈱
丸池地方卸売市場 丸池物産㈱
堺七道青果地方卸売市場 ㈱堺七道青果地方卸売市場
大阪南部合同青果地方卸売市場 大阪南部合同青果㈱
岸和田綜合食品地方卸売市場 岸和田青果㈱

(高槻市) 野菜販売施設 JA全農青果ｾﾝﾀｰ㈱大阪ｾﾝﾀｰ JA全農青果ｾﾝﾀｰ㈱大阪ｾﾝﾀｰ
神戸市中央卸売市場本場 神果神戸青果㈱
神戸市中央卸売市場東部市場 神戸中央青果㈱
姫路市中央卸売市場 姫路大同青果㈱
尼崎市公設地方卸売市場 神果神戸青果(株)尼崎支社
豊岡中央青果地方卸売市場 豊岡中央青果㈱
明石市公設地方卸売市場 神果神戸青果㈱明石支社
奈良県中央卸売市場 ㈱奈良大果

奈良中央青果㈱
和歌山市中央卸売市場 和歌山青果㈱

和歌山大同青果㈱
地　方 南紀田辺地方卸売市場 田辺中央青果㈱

※市場区分欄の中央は中央卸売市場、地方は地方卸売市場である。
※対象市場群に属する市場及び卸売業者に名称等の変更があった場合、当該、対象市場群に属する
　 市場及び卸売業者を変更後の名称に読み替えるものとする。

中　央

地　方

奈良県 中　央

和歌山県

近畿ブロック

大阪府

中　央

地　方

兵庫県

中　央


