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もう一度！

収入保険のスケジュール
平成31年1月から収入保険の保険期間が始まりました。青色申告を行っている農業者の生産・販売
する農作物の販売収入全体を補償の対象としています。収入保険の加入申請から保険金等の支払いま
でのスケジュールを、加入された皆様は再度確認を、加入を検討している方はご覧いただき、岐阜中
央農業共済組合
（058-275-3490）まで連絡をお願いします。詳しい内容を説明させていただきます。

【12月～】

保険料、積立金、
事務費の納付
保険料と積立金は、分割支払も
選択できます（最終の納付期限は
保険期間の８月末です。）
※保険料、積立金及び事務費は、
口座振替です。

収入保険に加入した農家の皆さん。
なぜ収入保険を選びましたか？
◦品目に関係なく収入を補償してもらえる
のが魅力。(岐阜市 水稲・野菜営農法人)
◦けがや病気で収穫ができない時の補償が
ある。(羽島郡 野菜農家)
◦補償額の充実と、今まで加入していた他
の制度の掛金を合計すると変わらないか
ら。(岐阜市 水稲・野菜営農法人)
◦収入を守るための良い保険。生活の不安
が少しでも解消される。(本巣市 イチゴ農家)
◦昨年の台風で枝豆が収穫できず、このよ
うな災害に備えるため。(岐阜市 野菜農家)

【11月まで】

加入申請手続
（ 法人は決算の２ヶ月前から
加入申請ができます。 ）
次の書類を作成します。
◦収入保険加入申請書
◦過去の農業収入金額申告書
(前年分まで)
補助フォーム
◦農業経営に関する計画
（添付書類）
◦青色申告決算書等の税務
申告書類の写しなど

（過去４年間の期間で、連続した年
の分を用意します。）

◦農業・農地を守る観点からも有効な保険。
青色申告者だけでなく、誰もが加入をでき
るような内容にしてほしい。
(岐阜市

家畜・柿農家)

◦水稲共済の補償だけでは少なかった。青色
申告を行っていたし、手厚い補償があるか
ら。(羽島市 水稲農家)
◦収入を安定させたかった。
(本巣市

イチゴ・トマト農家)

◦農業共済制度と収入保険の違いを共済職員
に説明してもらい、収入保険の条件が良い
ことが分かったから。(山県市 水稲・麦・営農法人)
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収入保険に加入の皆様は、こちらのページを確認し
事故の発生、営農計画の変更がある時は連絡をお願いします。
【平成32年】

【確定申告後～6月】

保険金等の
請求・支払

平成31年分の確定申告が
終わったら・・・
次の書類を作成し、保険金・特
約補てん金を請求します。
◦保険期間の農業収入金額実績
申告書兼保険金請求書
（添付書類）
◦青色申告決算書等の税務
申告書類の写しなど

NOSAI全国連が内容を審査後、
保険金・特約補てん金を支払います。

保険期間内に…

事故が発生
したら・・・
営農計画を変更
するときは・・・

【平成31年】

【1～12月】

保険期間

（税の収入算定期間と同じ）

平成30年分の確定申告が
終わったら・・・
次の書類を作成します。
◦過去の農業収入金額申告書
（平成30年分）
補助フォーム
（添付書類）
◦青色申告決算書等の税務
申告書類の写しなど
※農作業日誌、農産物の販売に
関する帳簿などを必ず
記帳します。

自然災害などにより数量減少が見込まれるときは、
速やかに事故の発生状況等を通知します。
◦事故発生等通知書(資金が必要な方には、つなぎ融資を行います)
作付けする品目や面積などを変更するときは、
営農計画を変更します。

※加入者の皆様は岐阜中央農業共済組合まで必ず連絡をお願いします。
※スケジュール等わかりやすくするため元号の表記を統一しています。
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園芸施設共済
昨年は台風21号、24号によって園芸施設にも大
きな被害がありました。
台風21号によって被害のあった農家の方への支払
共済金は2,066万円になっています。
農家の皆様、園芸施設共済に加入して近年の予期
せぬ自然災害に備えましょう!

加入資格
加入できるもの

所有または管理する施設設置面積の合計が２アール以上であれば加入できます。
施設本体

附帯施設
ガラス室

プラスチックハウス

施設内
農作物

注意：台風が接近している場合など、事故の発生が予想
できる場合はご加入をお断りする事があります。

施設内農作物は収入
保険に移行できます

施設内作物に加入の方、また施設内農作物の補償を検討されている方は収
入保険とセットで加入もお考えください。

補償に追加
できる費用

≪撤去費用≫
解体や廃材の撤去・処分に要する費用を時価額に追加します。
≪復旧費用≫
園芸施設本体または附帯施設の復旧に要する費用を時価額に追加します。
・耐用年数内の施設は、時価額と再建築価額の100%の差。
・耐用年数経過後は、時価額と再建築価額の75%の差。

対象となる災害

風水害、雪害、地震、その他気象上の原因による災害、病虫害、鳥獣害、火災など。

補償期間
補

償

額

共済掛金
支払共済金

共済掛金を支払った翌日から１年間です。
時価額に対して80%
（補償割合）
を上限に補償。
補償額は、補償期間中に共済金がお支払いされても減額されません。
（ただし、本体が全損になった場合は除きます）
国が掛金の50%を負担します。
（補償額の1億6千万円まで）

注：復旧費用の掛金は全額農家負担となります。

１棟ごと１事故ごとに損害額が「共済価額の５％」または、３万円を超える
場合に共済金支払対象となります。
※新たに損害額10万円、20万円のうちから選択できるようになり、それに応じて掛
金負担を軽減することができるようになりました。

園芸施設共済加入推進に伺います。

園芸施設共済に加入していない方へ農業共済職員が
説明に伺います。

見積り等できますので、ぜひご検討をお願いします。
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水稲共済のお知らせ

水稲共済掛金等の振替日は次のとおりです。

水稲共済掛金等振替日
（口座振替)

7 月 11日（木）

水 稲共済掛金等納 入 期 限

7 月 25日（木）

水稲掛金等の
納付について
納入期限までに掛金を
納付していただかないと
水稲共済に
加入できません。

※耕作面積の合計が10a以上の農家は加入することができます。

岐阜県内の農業共済団体の
１組合化について
岐阜県内の農業共済組合等と連合会は、平成32年4月1日に1つ
の組合になることを決定し、組合長・管理者等による設立準備委
員会にて協議を重ねております。
また、組合等では参事・事務局長による総括作業部会を中心に
共済事業ごとに作業部会を設け、定款、事業規程、諸様式等の検
討を進めております。
今後詳細が決まり次第、広報紙やホームページ等でお知らせし
ますので、ご理解いただきますようお願いします。

組合の主な動き

（平成31年1月から平成31年3月まで）

◦損害評価会 果樹共済部会
（かき・半相殺方式

なし・特定危険方式）

（1月10日）

◦損害評価会 家畜共済部会（2月21日）
◦運営委員会（2月26日）
◦第4回 余裕金運用管理委員会（2月26日）
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◦第5回 理事会（2月26日）
◦第3回 監事会（2月26日）

（代表監事に岐阜市 清水健吉監事が
選任されました。
）

◦損害評価会 畑作物共済部会

（大豆・全相殺方式）（3月13日）

頑張る

農業者
じ

岐阜市

収穫作業中の江﨑さん

岐阜市下奈良地区に平成 年から育
苗ハウス7a と a のハウスでイチゴ
「美濃娘」を高設栽培で生産している江

度ぐらい

たら笑顔になれるイチゴを作りたい」

イチゴを一口食べたら、みんな笑顔に

実家が酪農農家のため北海道の大学

に、この地域では栽培が難しい「桃」に

これからはイチゴの収入がない時期

イチゴの「味の安定」を求めながら、
で酪農を学び酪農農家になる予定だっ

挑戦しようと考えている。

に努力している。

たが、実家の周りは都市近郊化が進み、
大学で学んだ技術や大規模な設備を取
り入れるには限界があると感じた。
母親の実家がイチゴ農家だったこと
や、あげて喜ばれる物を作りたいとの
思いもあり大学を卒業後、実家の酪農
を手伝いながらJA全農岐阜の新規就
農者研修を受け栽培技術を学んだ。
初めは病気が発生するなど失敗が
あった。栽培方法と栽培に取り組む意
識を見つめ直し、健康な生産者は健康
なイチゴを栽培できると考え、自身の
生活習慣を変え、イチゴと共に健康を
保つよう取り組んだ。

岐阜中央

現在は江﨑さんが求めるおいしさの

基準の一つ、糖度を収穫最後まで一定

に保つ「味の安定」を目指している。

月頃から日照時間が長くなり温度が上

がると、イチゴの味が良くなる前に色

が付いてしまう。日中の温度管理や肥

料のバランスを調整し、最後の一粒ま

度か

でおいしさを追求している。

「 月までは糖度

度を超えたことがない。糖度 度の

のイチゴができるようになった。ただ
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出荷作業中の江﨑さん

﨑聖仁さん
（ ）
。

17

27

「ツヤ、香り、味の良い、一口食べ

3

20

なりますよね。
」
と語る。

20

27

と自身の意識と栽培技術の向上を目標

20

おいしさを求め
笑顔になれるイチゴを作る

江﨑 聖仁さん
せい

さき

え

農業共済のニーズ調査
農業共済対象品目のうち、岐阜中央農業共済組合で実施していない品目
（未実施品目）及び引受方式（未実施方式）
について実施が必要と思われるも
のがありましたら、ご意見をお聞かせください。
事業区分

全国実施品目

果樹共済

うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ（はっさく、ぽんかん、
ネーブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぼうかん、清見、日向夏、セミノー
ル、不知火、河内晩柑、ゆず、はるみ、レモン、せとか、愛媛果試第28号、甘平）
、
りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、
キウイフルーツ、パインアップル

畑作物共済

ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、茶、そば、スイートコー
ン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップ、蚕繭

※太字は当組合の共済目的
事業区分

共済目的

引 受 方 式

かき

災害収入共済方式・半相殺減収総合短縮方式・半相殺減収総合一般方式
地域インデックス方式
（平成32年産から）

なし

半相殺特定危険減収暴風雨方式（平成33年産までで廃止）
災害収入共済方式・半相殺減収総合短縮方式・半相殺減収総合一般方式
地域インデックス方式
（平成32年産から）

大豆

全相殺方式・半相殺方式
一筆方式（平成33年産までで廃止）
地域インデックス方式
（平成31年産から）

蚕繭

全相殺方式

果樹共済

畑作物共済

※太字は平成30年産で引受のある方式

◎方式ごとの補償割合についてはホーム

ページ
（事業内容）
をご覧ください。
◎ご意見は、ホームページ「農業共済の
ニーズ調査」
からお寄せください。
なお、当調査で得た個人情報は、当調
査以外には使用しません。

ここをクリック
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読者から のメ ッセージ
ます。
（岐阜市

女性）

い農業者の方の頑張る姿が分かりたのもしくなり

男性）

い人の農業進出は喜ばしい事です。バックアップ
（瑞穂市

女性）

男性）

共済掛金等 の納入 は
原則口座振替 です。
当 組 合 で は、 コ ン プ ラ イ ア ン ス（適 切 な
引受業務を図る為、また、現金を扱うこと
が 不 正 に 繋 が り か ね な い）の 一 環 と し て、
口座振替での共済掛金等の納入をお願いし
ております。
現在、現金にて納入されている方は趣旨
をご理解いただき、口座振替への登録手続
きをお願いします。左の貯金口座振替・振
込依頼書は、全事業に使用できます。また
現 在 Ｊ Ａ 口 座 登 録 の 方 で、 契 約 名・ 口 座
番号変更の場合も、この書類が必要になり
ます。
なお登録には 日ほど時間を要しますの
でご了承願います。
やむをえず現金にて集金及び金融機関で
の振込納入された場合は、後日組合より確
認通知書を発送させていただいておりま
す。お手数をおかけしますが、引受内容等
に間違いがないかご確認ください。

岐阜市下奈良2 2 1

おもて

﹁NOSAIクイズ﹂係

岐阜中央農業共済組合

ら

︵何でもよいので記入してください︶

ご意見・ご質問

年齢・職業

住所・電話番号

氏名

答え

う

『③風水害』
でした。

問

題

TEL（058）
275−3490 FAX（058）275−3492

岐阜中央
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若
若
をお願いします。

（本巣市

気棚をしてあるのに、毎年イノシシとかシカが悪

願いします。

きます。これからも皆さんで若い農家の方を応援お

と収入保険など安心して農業ができるよう支えてい

ジをたくさん頂いています。ＮＯＳＡＩも農業共済

◦お二人の他にも、若い方の農業進出に応援のメッセー

電
さをするので困っています。

と思います。
字の拡大をお願いします。

（羽島市

るようです。壊された柵などを修理するのも大変だ

◦ このように電気柵や棚を作っても侵入することがあ

文
ます。

女性）

雪の備えも共済のお陰で少しは気持的に楽にな

芸 施 設 共 済 で お 世 話 に な っ て お り ま す。 台 風、
（山県市

〒500−8385 岐阜県岐阜市下奈良2丁目2番1号 岐阜県福祉・農業会館 6階

以上5名の方々です。おめでとうございます。

応募ハガキの個人情報は、広報紙の掲載・プレゼントの発送以外には使用いたしません。

◦瀬尾智恵子さん
（本巣市）
◦高田 光彦さん
（瑞穂市）
◦岡田美代子さん
（岐阜市）
◦山崎まゆ子さん
（山県市）
◦杉山 澄雄さん
（羽島市）

締 切 日
6月30日（消印有効）
正解者の中から抽選で 5 名の方に
記念品をお届けします。

平成30年産水稲3割超過被害
別グラフの中で一番多かった
被害は何でしょう?

NOSAI
クイズ

◦ 農家の方が分りやすい内容、文字の大きさを心がけ

園
れたような気がします。

ます。これからも農家の方に少しでも
「安心」をお届
けできるようにがんばります。
を植えることが大すきです。冬に弱い花は、毎年
女性）

■発行所／岐阜中央農業共済組合

̶

水稲共済掛金等の振替日は
いつでしょう？

前号の問題と答え

応募方法
官製ハガキに、下記のように必要事
項を必ず全部書いて送ってください。

当選者発表

̶

①7月11日
②1月1日
③12月25日

◦ 園芸施設共済にご加入いただき、ありがとうござい

花

（山県市

二階まであげて春まで保護します。
◦ この広報紙が皆さんに届くころには、きれいな花が

2019.4

1号

咲いていることが想像できますね。

ぎふちゅうおう

JAぎふの貯金口座
振替・振込依頼書

10

確認通知書

