
に加入して

に

収入がゼロに
なっても補てん

 ⽀払率（９割を上限として選択）

基本タイプの補てん方式

自己責任部分
積⽴方式で補てん

保険方式で補てん

保険期間の収入

基準収入※2

100%
90%
80%

収
入
減
少

（５年以上⻘⾊申告実績がある⽅の場合）

それ、収入保険なら補償対象です︕
〇加入できる方

を行っている農業者（個人・法人）です。

※１ 農産物販売収⼊には、精⽶などの簡易な加⼯品の
販売収⼊も含み、⻘⾊申告決算書等を⽤いて整理します。

〇保険期間
個人：１月～12月 法人：事業年度の１年間 （注）税の収⼊算定期間と同じ

〇補填の仕組み
保険期間の収入（農産物販売収入※１）が、

基準収入の９割を下回った場合に、

下回った額の９割を上限に補填します。

※２ 基準収⼊は、過去５年間の平均収⼊（５中５）を基本に、
規模拡大など保険期間の営農計画も考慮して設定します。

例えば、基準収入1,000万円の場合、
約33.2万円の掛け⾦（市補助前）で

最大810万円の補填が受けられます︕

（注1）現⾏は、加⼊申請時に⻘⾊申告（簡易な⽅式を含む）の実績（申請の前年分）が１年分あれば加⼊できます。
令和６年からは、加⼊申請年１年分の⻘⾊申告実績で加⼊できるように、国において検討されています。

（注2）収⼊保険と、果樹共済、ナラシ対策などはいずれかを選択して加⼊します。

弘前市では、加⼊者が自己負担する費⽤のうち、
掛捨て保険料の⼀部を補助しています︕

（新規加⼊者:50％ 継続・再加⼊者:30％）
補助事業の詳細は最後のページをチェック

今⼊っている との違いがよくわからないな。
収⼊保険に⼊るとしたら、掛⾦はどのくらいかかるの︖

果樹共済との⽐較、掛⾦早⾒表は中⾯をチェック

農業経営には様々なリスクが…
大雨・台風等の
自然災害

農作物の
盗難

取引先が
倒産

市場価格が
下落

けが・病気

為替変動で
大損

運搬中の
事故

保管中の
倉庫が浸水

災害の影響で
作付不能

令和５年２⽉１０⽇時点版

本内容は令和５年度予算案に基づくものであり、
予算の成立をもって実施することとなりますので、
今後内容等に変更が生じる場合があります。



収⼊保険
（全ての農産物）

果樹共済
（りんご等の果樹）

加⼊要件 ・⻘⾊申告の実績 ・一定の栽培⾯積
・栽培する全ての畑加⼊

掛け⾦等

掛け⾦ 33万2,172円
（内訳）

保険料 8万4,852円
積⽴⾦ 22万5,000円
事務費 2万2,320円

（注）保険料と事務費は掛捨てですが、
積⽴⾦は使われなければ、翌年に持ち越されます。

保険料 20万円 （「ふじ」の場合）

（注）保険料は掛捨てです。

補償割合

○補填要件
１割を超える収⼊の損害から

○補填⾦ 360万円

（算定式）
補償対象額 ー 実際の収⼊×補償限度＝補償額
（900万円 ー 500万円）×90％ ＝360万円

○補填要件
３割を超える収量の損害から

○共済⾦ 203万円

（算定式）
補償対象額×⽀払割合※ ＝補填額
700万円 × 29% ＝203万円

※⽀払割合は損害割合によって変動します。

その他

・保険料、事務費は税控除対象
・無利⼦のつなぎ融資制度
・インターネット申請事務費割引

（新規︓4,500円割引、継続︓2,200円割引）
・自動継続事務費割引（継続︓1,000円割引）

・保険料は税控除対象

と

掛け金や補償の違いはどうなの？

例えば・・・
基準収入が1,000万円の⽅が、災害等により収量が５割減少してしまい、
結果として収入が５割減少し５０0万円の収入となった場合
〇補償内容※

収⼊保険 → 補償限度90％（保険80％、積⽴10％） 補償対象額900万円
果樹共済 → 補償限度70％ りんご共済（半相殺総合短縮）補償対象額700万円

※最も加⼊者の多い補償内容

http://www.nosai-aomori.or.jp/bussiness/shuunyuu/shuunyuuhoken/

●収入保険と果樹共済、ナラシ対策等の類似制度の試算はこちら�

QRコード

（注1）上記の収入保険の掛け金等は、令和５年産に加入する場合の額です。
（注2）収入保険・果樹共済のいずれも市町村助成反映前の保険料を記載しています。



に加入するとしたら

自分の場合、 はいくらになるの？

収⼊保険の掛け⾦は加⼊者の基準収入を基に算定します。
基準収入は、農業者ごとの過去の収入の平均（⻘⾊申告実績がある年の平均。

最大で直近５年分）を基本としつつ、保険期間中に⾒込まれる農業収⼊⾦額を考
慮して計算されます。

掛け⾦早⾒表
ご自分の過去５年間の収⼊の平均を目安として掛け⾦を確認できます。

（注）令和5年産で基本のタイプ（補償限度90％）に加⼊する場合
※１ 自己負担分から市補助⾦を差し引いた⾦額で、上段は新規加⼊者、

下段は継続加⼊者の最終的な保険料となっています。
（継続加⼊者の事務費は自動継続割引適⽤前の事務費です。）

※２ 補填に使われなければ、翌年に持ち越されます。
※３ 収⼊が５割減少した場合の補填額です。

http://nosai-zenkokuren.or.jp/tool/
●詳細な試算はこちら�

QRコード

保険料※１ 積⽴⾦※２ 事務費
90,102円 12,756円 9,846円
93,902円 17,856円 8,546円

147,136円 21,226円 13,410円
154,336円 29,726円 12,110円
204,270円 29,796円 16,974円
214,770円 41,596円 15,674円
289,772円 42,452円 22,320円
305,472円 59,452円 21,020円
375,374円 55,208円 27,666円
396,174円 77,308円 26,366円
432,408円 63,678円 31,230円
456,608円 89,178円 29,930円
575,044円 84,904円 40,140円
607,644円 118,804円 38,840円
717,680円 106,130円 49,050円
758,780円 148,530円 47,750円
860,316円 127,356円 57,960円
909,916円 178,256円 56,660円

1,080万円

562,500円

675,000円

108万円

180万円

252万円

360万円

468万円

540万円

720万円

900万円

3,000万円

2,500万円

2,000万円

67,500円

112,500円

157,500円

225,000円

292,500円

337,500円

450,000円

基準収⼊
掛け⾦

補てん額※３

1,500万円

1,300万円

1,000万円

700万円

500万円

300万円

上︓新規加⼊者
下︓継続･再加⼊者



収⼊保険加⼊者が自己負担する費⽤のうち、
掛捨て保険料の⼀部を補助します︕

補助対象者（令和６年産分の収⼊保険に加⼊する場合）
（1）市内に住所を有する農業者

（法人の場合は、本店又は主たる事務所を市内に有する者）
（2）令和６年中に保険期間が終了する収⼊保険に加⼊する者
（3）令和３年度及び令和４年度において市税等の滞納のない者
（4）収⼊保険に係る経費に滞納のない者

⻘森県農業共済組合が取りまとめて⾏いますので、
令和５年１２⽉末までに、⻘森県農業共済組合へ

委任状等をご提出ください。

本補助⾦の申請⼿続きは

令和５年分から⻘⾊申告を開始して､収⼊保険に加⼊する場合の最短スケジュール
令和６年令和５年

⻘⾊申告承認申請書
提出期限

令和６年産収⼊保険
加⼊申請

令和６年産収⼊保険
保険期間

3/15 1/1 12/31

⻘⾊申告をするためには､⻘⾊申告をしようとする年の までに､
｢所得税の⻘⾊申告承認申請書｣に必要な事項を記載して､所轄税務署に
提出する必要があります。

12⽉末

これから⻘⾊申告をはじめ収入保険に加入したい方はこちら︕

○新規加入者の場合
補助率︓自己負担の50％

○継続・再加入者の場合
補助率︓自己負担の30％

市補助なし

市補助あり

市補助なし

市補助あり

【保険制度のお問合せ申込】
⻘森県農業共済組合 ひろさき支所
〒036-8111弘前市門外字村井262
TEL:0172-28-5700 / FAX:0172-28-5709

【補助事業のお問い合わせ】
弘前市役所 農林部農政課
〒036-8551弘前市上白銀町１－１
TEL:0172-40-7102 / FAX:0172-32-3432

※収⼊保険を途中で解約した場合は、受け取った補助⾦の返還が必要になります。

負担軽減︕ 負担軽減︕

※国において検討中の内容を元に作成したイメージです。今後変更となる可能性があります。

令和５年分
確定申告

3/152/16


