野菜経営者の皆様へ
近年、台風や豪雨などの自然災害が多発しています。
平成31年1月から、自然災害、価格低下等による収入減少を補て
んする収入保険が始まりました！

収入保険の仕組み
●

青色申告を行っている農業者（個人・法人）が対象です。
※ 青色申告（簡易な方式を含む）の実績が1年分あれば加入できます。

●

自然災害はもちろん、価格の低下などを含め、野菜（産地や出
荷先などは問いません）等の販売収入の減少を広く補償します。

例えばこんな時・・・

雪害等により、設備が壊れ栽培
や出荷ができなくなった場合

※

自然災害により、収量や品質
が低下した場合

野菜の価格が低下した場合

病気やケガで野菜の収穫ができない場合や、野菜の運搬中に事故が生じた場合等も
補償します。

※ 野菜価格安定制度のうち価格下落を補てんする事業は、災害等により対象野菜の出荷・販売
ができなかった場合は補てんされません。

●

保険期間の収入が基準収入の９割を下回った場合に補てん
します。

●

保険料率は1.08％（50％の国庫補助後）です。
また、自動車保険のように、保険金を受け取らなければ毎年
保険料率が下がっていきます。

施設園芸共済（施設本体部分）と収入保険のセット加入がお勧め！
＜野菜価格安定制度について＞
○ 野菜価格安定制度のうち、価格下落を補てんする
事業と収入保険はどちらかを選択していただくこと
になりますが、
・ 価格下落時の出荷調整を支援する事業
（野菜需給均衡総合推進対策事業等）

・ 契約取引において不作時の数量確保を支援する事業
（契約指定野菜安定供給事業数量確保タイプ等）

※ 価格下落を補てんする野菜価格安定制
度から収入保険に移っても、
・ 地域が産地要件を満たさなくなること
はありません。
・ ＪＡの生産部会を脱退したり、出荷先を
変更する必要はありません。

は収入保険と同時に加入することができます。

詳しい内容については、お近くの農業共済組合等又は農林水産省経営局保険課
（03-6744-7147）へお問い合わせください。

11

果樹経営者の皆様へ
近年、台風や大雪などの自然災害が多発しています。また、果
樹は、豊凶による価格変動が起きやすい品目です。
今後も起こり得る自然災害、価格低下等に備えて、公的な保険
制度である農業保険（収入保険、果樹共済）に加入しましょう！
農業保険では、掛金の50％（収入保険の積立金は75%）を国
が負担します。
青色申告を行っている方は、
収入保険の加入をお勧めします！

青色申告を行っていない方
は従来どおり、果樹共済
（収穫）に加入しましょう！

＜収入保険＞

＜果樹共済（収穫）＞

①自然災害はもちろん、価格の低下も含め、
果実等を含んだ全ての農産物の販売収入の
減少を広く補償します。

①自然災害等で収穫量が減少し
た場合に補償します。
②対象果樹

自然災害

価格低下

②保険料率は、果樹共済よりも安く
１.08％ （50％の国庫補助後）です。
また、自動車保険のように保険金を受
け取らなければ、毎年保険料率が下
がっていくので早期の加入がお得です。
③保険期間の収入が基準収入の９割を下
回った場合に補てんします。

うんしゅうみかん
りんご
ぶどう
なし もも
かき うめ
キウイフルーツ など

自然災害

※対象果樹ごとに加入できます。

※果樹共済（収穫）に加
入している者が収入保
険に切り替える際は、
果樹共済の掛金が全額
返還されます。

果樹共済（樹体共済）とのセット加入をお勧めします！
自然災害等で樹体が枯死や流失・損傷した場合に樹体の資産価値を補償します。
詳しい内容については、お近くの農業共済組合又は農林水産省経営局保険課
（03-6744-2175）へお問い合わせください。
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○ 類似制度との関係
○

収入保険と収入減少を補てんする機能を有する類
似制度との関係については、それぞれの制度の対象
者、補償内容等が異なる中で、国費の二重助成を避
けつつ、農業者がそれぞれの経営形態に応じた適切
なセーフティネットを利用できるよう、選択加入と
している。

選択加入としている理由は以下のとおり。
・ 二重の掛金負担が必要になる。
・ 補填金が二重払とならないように調整が必要だが、実務的に
難しく、調整するとしてもコストが大きくなる。

＜収入減少を補てんする機能を有する類似制度＞
制度名

対象品目

農作物共済

水稲、麦、陸稲

農
業
共
済

畑作物共済

ばれいしょ、大豆、
小豆等１３種類

果樹共済

みかん、りんご、ぶ
どう等１６種類

(※)

家畜共済

牛、豚、馬

収入減少だけでなくコスト増も補填する類似制度とは、
金額の調整が困難。
・ 類似制度の補填金の支払時期が収入保険の補填金の支払
時期の後になる場合、調整が困難。

補てん内容

対象品目の耕作・栽培
収量減少を補てん
の業務を行う者

対象家畜の養畜の業
務を行う者

収量減少（家畜の死
亡・廃用）を補てん

収入減少影響緩和 米、麦、大豆、て
対策（ナラシ対
ん菜、でんぷん原
策）
料用ばれいしょ

認定農業者
集落営農
認定新規就農者

収入減少を補てん

野菜価格安定制度 野菜

野菜の計画的な生産・ 価格下落を補てん
出荷に取り組む者
（指定産地等）

いぐさ・畳表農家経 畳表
営所得安定化対策

いぐさ・畳表の生産・販 価格下落を補てん
売を行う者

肉用牛肥育経営安 肥育牛
定特別対策事業

肥育牛の生産・販売を 販売価格と生産コス
行う者
トの差を補てん

養豚経営安定対策 肉豚
事業

肉豚の生産・販売を行 販売価格と生産コス
う者
トの差を補てん

肉用子牛生産者補 肉用子牛
給金制度、肉用牛
繁殖経営支援事業

肉用子牛の生産・販売 販売価格と生産コス
を行う者
トの差を補てん

鶏卵生産者経営安 鶏卵
定対策

鶏卵の生産・販売を行 価格下落とコスト増
う者
加等を補てん

加工原料乳生産者 加工原料乳
経営安定対策

加工原料乳の生産・販 価格下落を補てん
売を行う者

○

・

対象者

※ 農業共済のうち固定資産の損失を補てんするもの（家畜共済（搾乳牛、繁殖雌牛等）、園芸施設共
済（施設内農作物以外）、果樹共済（樹体共済））及び診療費を補てんするもの（家畜共済（病傷共
済））は、収入減少を補てんするものではなく、収入保険と機能が重複しないため、本表には含めて
いない。
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＜類似制度との関係＞

○

ただし、収入減少だけでなくコスト増も補てんす
る肉用牛肥育経営安定特別対策事業（マルキン）等
の対象である肉用牛、肉用子牛、肉用豚、鶏卵につ
いては、収入保険の対象品目とはしない（※）で、そ
れらと他の品目との複合経営を行っている場合に、
他の品目部分のみ収入保険の対象としている。

（※）マルキン等の対象畜産物について家畜共済（死廃共済）に加入
する場合は、その関連畜産物（育成牛、子豚、育成豚）について
も、収入保険の対象品目とはしない。

・農業共済 ※1
・収入減少影響緩和対策
（ナラシ対策）
・野菜価格安定制度

※2

収入保険とどちらか
一方を選択して加入

・いぐさ・畳表農家経営所得安定
化対策
・加工原料乳生産者経営安定対策
※1 固定資産の損失を補てんするもの（家畜共済（搾乳牛、繁殖雌牛等）、園芸施設共済（施
設内農作物以外）、果樹共済（樹体共済））及び診療費を補てんするもの（家畜共済（病傷
共済））を除く
※2 野菜の価格下落時の出荷調整を支援する事業（野菜需給均衡総合推進対策事業）、野菜の
契約取引において不作時の数量確保を支援する事業（契約指定野菜安定供給事業数量確保タ
イプ等）を除く

・肉用牛肥育経営安定特別対策
事業（牛マルキン）
・養豚経営安定対策事業
（豚マルキン）
・肉用子牛生産者補給金制度、
肉用牛繁殖経営支援事業

左記の畜産品目と他
の品目の複合経営の
場合は、他の品目は
収入保険に加入でき
る

・鶏卵生産者経営安定対策

※ 複合経営について、マルキン等の対象畜産物について家畜共済（死廃共済）に加入する場合
は、マルキン等の対象畜産物及び関連畜産物（育成牛、子豚、育成豚）以外の他の品目は、収
入保険に加入できる
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農産物に⼤きな損害が発⽣したんだけど、収⼊保険の補てん⾦
が出るのは来年だよね〜。今すぐ、資⾦が必要なんだけどな〜。

収入保険の加入者には 無利子 の

つなぎ融資
があります！！
収⼊保険の補てん⾦の⽀払は、保険期間の終了後になりますが、保
険期間中であっても、⾃然災害や価格低下等により、補てん⾦の受け
取りが⾒込まれる場合、NOSAI全国連から、無利⼦のつなぎ融資を受
けることができます。
例えば、基準収入が1,000万円の方の場合、保険期間中に、農産物の販売
収入が500万円まで減少すると見込まれるときは、280万円程度を限度と
して、つなぎ融資が受けられます。
つなぎ融資を受けた金額は、補てん金と相殺して返還することになります。
※ 保険方式の補償限度80％、積立方式10%、支払率90%の場合の計算です。
上記の場合、補てん金の受け取り見込額は400万円×0.9（支払率）=360万円で、その8割が
つなぎ融資金額の限度額になります。

自然災害等により収入減少が見込まれる場合は、加入申請を行った
農業共済組合等に事故発生の状況を通知します。

電話やメールでの
連絡もOK︕
収入保険

検索

Webサイトでは様々な情報を公開中！
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/
syunyuhoken/index.html
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つなぎ融資を受けてみての
感想をご紹介！
（ＮＯＳＡＩ全国連が聴き取った農業者の声）

〇 来季の営農のための資材費に︕
気温の⾼い⽇が続いたため疫病が発⽣し、ばれいしょの
収穫量が半減しました。
つなぎ融資があったので、営農資材を購⼊するための借

ばれいしょ
農家

り⼊れ⾦の返済ができました。これで、来季も営農ができ
ます︕

〇 簡単・迅速な⼿続き︕
暖冬の影響できゅうりの樹勢が弱り、加えて病害が発⽣
したことで、収穫量が⼤きく減少しました。

きゅうり
農家

つなぎ融資の⼿続きは、とても簡単で、貸付を希望して
から1カ⽉程度で、スムーズに資⾦を受け取れました。

〇 ⼈件費などの運転資⾦に︕
導⼊したひなが病気で⼤量死したので、家畜保健衛⽣所
に相談し、全鶏をオールアウトして農場を⼗分な期間消毒
することになり、7カ⽉間収⼊がなくなりました。

⾁⽤鶏農家

つなぎ資⾦のおかげで、衛⽣管理が徹底でき、給与や飼
料代⾦の⽀払の⼼配もなく、安⼼して経営再建に取り組ん
でいます。

詳しい内容については、お近くの農業共済組合、全国農業共済組合連合会、
又は農林水産省経営局保険課（03-6744-7147）へお問い合わせください。
（2020.4）
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のみなさん

⻘⾊申告には、複式簿記の他に

青色申告は

簡易な⽅式があります

かんたん！
思ったよりも簡単ね！

も
便利だしね！

収入保険に
加入できます

メリットも
たくさん！

簡易な⽅式の⻘⾊申告は、⽩⾊申告で整理した帳簿の他に、
現⾦出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳を整備し、⽇々の取引を
残⾼まで記帳すれば⾏えます。
※ 簡易な⽅式の場合の⻘⾊申告特別控除は最⾼10万円です。
※ ⻘⾊申告を新たに始める⽅は、原則、その年の３⽉15⽇までに
所轄の税務署に「⻘⾊申告承認申請書」を提出する必要があります。

全ての農産物を対象。⾃然災害、価格低下などによる販売収⼊の減少を補償

加⼊申請時に⻘⾊申告の実績が１年分
あれば加⼊できます

※ 令和２年分の農業所得から⻘⾊申告を開始すれば、
令和４年１⽉からの収⼊保険に加⼊できます。

（裏⾯参照）

65万円

最⾼で
の特別控除︕
損失額の繰越しや繰戻しができる︕
メリットも
専従者の給与額を必要経費に算⼊できる︕
農業経営基盤強化準備⾦制度が使える︕
農業者年⾦の保険料補助（最⾼１万円/⽉）︕

⻘⾊申告については、税務署、ＪＡ、農業会議、農業経営相談所などへお尋ねください。
収⼊保険については、最寄りの農業共済組合へお尋ねください。
青色申告についてはコチラから

←国税にかかる相談窓⼝はこちら

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

青色申告

検索

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxans
wer/shotoku/2070.htm

収入保険の情報はコチラから

←収⼊保険にかかる相談窓⼝はこちら

http://nosai-zenkokuren.or.jp/consultation.html

収入保険

検索

https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohok
en/syunyuhoken/index.html
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これから青色申告を始める皆様へ！
があなたの農業経営をサポートします！
⾃然災害で減収 市場価格が下落

倉庫の浸⽔被害

取引先の倒産

災害で作付不能 病気で収穫不能

盗難や運搬中の事故

為替変動で⼤損

収入保険のポイント
○全ての農産物を対象に、自然災害、価格低下のほか、
経営努力では避けられない収入減少を補償。
○加入申請時に青色申告実績が１年分であれば、
農業者ごとに基準収入の８0％(※)を下回った場合に、
差額の９割を上限に補填。
（例えば、基準収入が500万円の方の収入がゼロになった場合でも、
最大360万円まで補填）
※ 加入申請時の青色申告実績の保有年数が、２年分の場合は85％、
３年分の場合は88％、４年分の場合は90％と、段階的に引き上げられます。

○保険料等の50％、積立金の75％を国庫補助。
（上記の方で、収入がゼロになった場合でも補償するタイプの保険料は
1.8万円。積立金（掛け捨てではない）は11.3万円で、補填に使われ
なければ、翌年に持ち越すので、２年目の負担は軽くなる）

○保険期間中の大きな損害発生時には、無利子のつなぎ融資
で対応。

令和２年の収入保険から、安い保険料で加入できるタイプ
を準備。
（例えば、基準収入が500万円の方が、基準収入の50％を補償の下限
として選択した場合、
保険料は
（1.8万円 → 1.5万円。補填は最大135万円）
詳しい内容については、お近くの農業共済組合、全国農業共済組合連合会、
⼜は農林⽔産省経営局保険課（03-6744-7147）へお問い合わせください。
（2020.4）
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