
なつみかん

指定かんきつ

　春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長

停止期の属する年の翌々年の年産の果実

の収穫まで

短縮方式

ぶどう・もも

かき・くり

キウイフルーツ

　発芽期から当該発芽期の属する年の年

産の果実の収穫まで

うんしゅうみかん

いよかん

　開花期から当該開花期の属する年の年

産の果実の収穫まで

なつみかん

指定かんきつ・びわ

　開花期から当該開花期の属する年の翌

年の年産の果実の収穫まで

自動継続特約 　申出により、翌年以降の果樹共済の申込みを自動継続することができます。

共済責任期間

(補償期間)

方式・共済目的の種類 共済責任期間

半相殺方式

全相殺方式

災害収入共済方式

地域インデックス

方式

ぶどう・もも

かき・くり

キウイフルーツ

　花芽の形成期から当該花芽に係る果実

の収穫まで

うんしゅうみかん

いよかん・びわ

　春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長

停止期の属する年の翌年の年産の果実の

収穫まで

樹体共済 キウイフルーツ 　７月１日から１年間

果　樹　共　済　の　概　要

果樹共済の種類

収穫共済 果実の減収と品質の低下による損害を対象とする共済

樹体共済 樹体の損害を対象とする共済　（キウイフルーツのみ）

収穫共済

　風水害・ひょう害・干害・寒害・雪害・その他気象上の原因（地震及び噴火を含む）

による災害・火災・病虫害・鳥獣害による果実の減収

・品質方式…同上の災害による果実の減収及び品質の低下

・災害収入共済方式…同上の災害による果実の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少

樹体共済

　上記の災害による樹体の枯死、流失、滅失、埋没及び損傷（主枝に係る損傷で、かつ、

その程度が樹冠容積の２分の１以上の損傷）

　＊　肥培管理の粗放や病害虫防除の不適切など、共済事故以外の原因による損害は対象外です。

加入資格 　共済目的の種類等ごとの栽培面積が５a以上であれば加入できます。

　＊キウイフルーツは、「収穫共済」と「樹体共済」の両方に加入できます。

共済目的の種類

(対象樹種）

　うんしゅうみかん ・ なつみかん ・ いよかん ・ 指定かんきつ

　ぶどう ・ もも ・ びわ ・ かき ・ くり ・ キウイフルーツ

　＊　指定かんきつとは、はっさく、ぽんかん、清見、日向夏、不知火、河内晩柑、ゆず、はるみ、

　　せとか、愛媛果試第28号及び甘平を総称したものです。

　＊　樹体共済の対象となる果樹は、毎年結実する状態にある果樹（結果樹）です。

共済事故 （対象となる災害）



・樹体共済

共済目的の種類 申込期間 共済掛金払込期限

　キウイフルーツ 4月15日から5月31日まで 6月30日

かき   1月15日

くり  10月31日

キウイフルーツ 　3月31日

ぶどう  11月30日

もも  11月30日

びわ 　7月31日

うんしゅうみかん

4月15日から5月31日まで 6月30日

　1月15日

なつみかん 　3月31日

いよかん 　1月31日

指定かんきつ 　3月31日

申込期間

共済掛金払込期限

通常 延納

樹体共済

（キウイフルーツのみ）

 80%

　損害の額が共済価額の1割又は10万円のいずれ

か小さい方の額を超える場合に共済金を支払う

・基準収穫量…平年収穫量のことで、隔年結果の状況等を加味して設定

・基準生産金額…平年的な生産金額のことで、過去の農家手取金額を基礎として設定

・共済価額…樹体の資産としての評価額

・最低補償割合…40％

・地域インデックス方式で加入できる共済目的の種類…うんしゅうみかん、ぶどう、もも、びわ、かき、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり、キウイフルーツ

・全相殺方式及び災害収入共済方式の加入要件…ＪＡ等や青色申告書等で収穫量等が確認できること

申込期間・共済掛金払込期限

共済目的の種類

・収穫共済（掛金が1万円以上の場合は、収穫時期まで払込期限が延長できます。）

　全相殺減収方式

(農家単位で増収分と減収分とを

相殺して損害を把握する方式)

70%（20％）

60%（30％）

50%（40％）

　果実の減収量が基準収穫量の2～4割を超えた

場合に共済金を支払う

　全相殺品質方式

(農家単位で増収分と減収分とを

相殺して損害を把握する方式)

　果実の減収及び品質の低下による減収量が基

準収穫量の2～4割を超えた場合に共済金を支払

う

災害収入共済方式

　　　　 80%

補償割合 70%

　　　　 60%

　農家単位で果実の減収又は品質の低下があ

り、かつ生産金額が基準生産金額の8～6割に達

しない場合に共済金を支払う

地域インデックス方式

90%（10％）

80%（20％）

70%（30％）

　農家単位で統計単収を用いて損害を把握し、

果実の減収による損害を補償

果樹共済の種類等

補償限度割合

(支払開始割合)

内　　容

　減収総合方式

70%（30％）

60%（40％）

50%（50％）

　果実の減収量が基準収穫量の3～5割を超えた

場合に共済金を支払う

一般方式 　通常の責任期間の損害を補償

短縮方式 　短縮された共済責任期間のみの損害を補償

半相殺方式

(農家単位で被害樹園地

の減収分のみにより損害

を把握する方式)

引受方式 (方式を選択できます。キウイフルーツは樹体共済とセットで加入できます。)



＊　類区分が複数ある場合は代表的なものを掲載しております。

- - - - - 3.62

3.39 6.55 2.29 3.29 2.74

樹体共済 - - - -

地域インデッ

クス方式

1.07 - - - 1.01

6.96 4.87

7.46 9.89 6.86 7.99 5.496.16

5.97 7.10 9.06 6.58 7.74 5.28

半相殺減収総合

一般方式

6.72 6.89 7.75 8.15

5.61 6.42 9.21 6.51

全相殺

減収方式

6.54 6.62 7.39 7.90

災害収入

共済方式

5.89 6.28 6.92 6.89

・標準収穫量…品種、樹齢ごとの平均的な収穫量に、園地条件、肥培管理状況等を加味して設定

共済掛金等

・共済掛金等＝共済金額×共済掛金率×１／２＋賦課金　（掛金の２分の１は国が負担します。）

・賦課金＝共済金額×０．５％　（樹体共済は０．１％）

・共済掛金率は、過去２０年間の農家ごとの被害率を基礎として、危険段階別に設定します。

共済掛金率

共済掛金率

（％）

うんしゅ

うみかん

なつ

みかん

いよかん

指定

かんきつ

ぶどう もも びわ かき くり

キウイ

フルーツ

（主な引受方式で、最大の支払開始割合を選択した場合）

地域インデックス

方式

標準収穫金額＝果実の㎏当たり価額×標準収穫量

標準収穫金額×４割 ≦ 共済金額 ≦ 標準収穫金額×７～９割

樹体共済 共済価額×４割 ≦ 共済金額 ≦ 共済価額×８割

共済金額 （損害が生じたときに支払われる共済金の最高補償限度額）

半相殺方式

全相殺方式

標準収穫金額＝果実の㎏当たり価額×標準収穫量

標準収穫金額×４割 ≦ 共済金額 ≦ 標準収穫金額×５～７割

(特定危険方式は８割)

災害収入共済方式 基準生産金額×４割 ≦ 共済金額 ≦ 基準生産金額×６～８割

くり    1月10日から 3月 5日まで  4月 5日

キウイフルーツ    1月10日から 2月10日まで  3月10日

びわ    8月 1日から 9月10日まで 10月10日

かき    1月10日から 2月20日まで  3月20日

ぶどう    1月10日から 2月20日まで  3月20日

もも    1月10日から 2月20日まで  3月20日

いよかん    2月10日から 3月31日まで  4月30日

指定かんきつ    2月10日から 3月31日まで  4月30日

うんしゅうみかん3類   10月 1日から11月15日まで 12月15日

なつみかん    2月10日から 3月31日まで  4月30日

・短縮方式による収穫共済

共済目的の種類 申込期間 共済掛金払込期限

うんしゅうみかん    2月10日から 3月31日まで  4月30日



損害割合 100% 95% 85% 75% 65%

　組合員等の損害の額が共済価額の１割又は１０万円のいずれか小さい方の額を

超えた場合

損害の程度は１本ごとの損害の割合（50％以上の損害が対象）

損害の程度 全損 90％以上 80％～90％70％～80％60％～70％50％～60％

災害収入共済

方式

共済金＝（共済限度額-当年産の生産金額）×共済金額／共済限度額

共済限度額＝基準生産金額×共済限度割合

品質を加味した実収穫量が基準収穫量を下回り、かつ生産金額が特定収穫共済

限度額に達しない場合

樹体共済

55%

89 100

地域

インデックス

方式

支払割合（%） 1 11 22 33 44 56 67

　損害割合＝減収量／基準収穫量

　組合員等の当該統計単位地域ごとに、基準収穫量に対して当該年産の果実の減収

量が支払開始割合を超えた場合

78

損害割合に応じた共済金の支払割合（支払開始割合10％の場合）

損害割合（%） 11 20

　共済金＝損害の額×付保割合　　

　損害の額＝全損換算本数×１本当たり価額

　全損換算本数＝損害程度別本数×損害割合

　付保割合＝共済金額／共済価額

ｲﾝﾃﾞｯｸｽ方式…支払開始割合は10％をお勧めします。20％、30％も選択可能となりますが、支払割合は上記と異なります。

30 40 50 60 70 80 90 100

35 40 50 60 70

×

統計単位地域ごと

の標準収穫量

／ 標準収穫量

71 86 100

半相殺方式…支払開始割合は30％をお勧めします。40％、50％も選択可能となりますが、支払割合は上記と異なります。

全相殺方式…支払開始割合は20％がお勧めで、30％、40％も選択可能です。支払割合の30％以外は上記と異なります。

　共済金＝統計単位地域別共済金額×共済金支払率

　統計単位地域別

　共済金額

＝ 共済金額

共済金 （共済事故によって損害を受けたときに、損害の程度に応じて支払われます。）

半相殺方式

全相殺方式

　共済金＝共済金額×共済金支払率

　損害割合＝減収量／基準収穫量

　半相殺方式…組合員等の樹園地ごとの基準収穫量の合計に対して組合員等の

             樹園地ごとの果実の減収量の合計が支払開始割合を超えた場合

　全相殺方式…組合員等の基準収穫量に対して組合員等の果実の減収量が支払

             開始割合を超えた場合

損害割合に応じた共済金の支払割合（支払開始割合30％の場合）

損害割合（%） 80 90 100

支払割合（%） 1 7 14 29 43 57

31


