
加賀地区支所 ℡：０７６１-４７-７３００
中 能 登 支 所 ℡：０７６７-７２-４４１１

石川中央支所 ℡：０７６-２３９-２５５５
奥 能 登 支 所 ℡：０７６８-７６-２２５１

℡：076-239-3111

詳しい内容について
お問い合わせください

集団加入による割引

① ＮＯＳＡＩと協定を締結する

② 団体が一斉加入受付をする

③ 加入割合が一斉加入受付前より増加する ＋ 加入割合が 8 割を超える

①～③の条件を全て満たした時掛金率を５％割引

◆ 対象となる団体 ◆

ＮＯＳＡＩは、農業用ハウスの補強や保守管理の徹底、園芸施設共済への集団加入を進め、
地域ぐるみで災害に強い施設園芸づくりに取り組むことを応援します！

ＮＯＳＡＩと「災害に強い施設園芸づくりに関する協定書」を締結した団体の

構成員が、次の条件を満たした時に掛金率を５％割引します。
　③の園芸施設共済の加入割合は、協定書締結時に提供された資格構成

員の人数に対する②の一斉加入受付により園芸施設共済の加入申込み
を行った構成員の人数の割合により算出します。ただし、園芸施設共
済に加入できる棟の全てにつき他の損害保険等に加入しており、園芸
施設共済に加入しないことを希望する構成員は除いて算出します。

ＪＡ生産部会、農業法人協会等園芸施設共済の
加入資格者が構成員となっている生産出荷団体など

以下の点について
ＮＯＳＡＩと協定を締結した団体

● ハウスの補強　　● 園芸施設共済に集団加入　　● 一斉加入受付

掛金の割引

① ＮＯＳＡＩと協定を締結する

② 団体が一斉加入受付をする

ＮＯＳＡＩと「災害に強い施設園芸づくりに関する協定書」を締結した団体の

構成員が、次の条件を満たした時に事務費賦課金を割引します。
賦課金の割引

③ 10人以上の構成員が一斉加入受付

①、②、③の条件を全て満たした時
賦課金を２０％割引

①、②、④の条件を全て満たした時
賦課金を 10％割引

④ ５人以上10人未満の構成員が一斉加入受付

石川県農業共済組合石川県農業共済組合

ハウスを守ります！

ずっと安心！周年補償！
掛金の２分の１を国が負担します
共済金の支払い対象となる基準を
　　　　　　　　　　選択できます
集団加入による割引

園芸施設共済

P３
P５
P６

P８
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対象となるのは

■病虫害事故除外方式について

特定園芸施設本体を対象とした補償に、下記のものを選択により補償対象に加えることが
できます。

加入できるのは
特定園芸施設の設置面積の合計が200㎡以上の特定園芸施設（ガラス室は100㎡以上）を所有

または管理している農業者。

●加入については原則、所有している棟全てを加入する必要があります

●加入期間中に新たに建設、被覆した施設も追加加入していただく事になりますので、ハウス

の増設や構造・態様に変化があった場合は管轄の支所に連絡をお願いします

施設内農作物加入の方で以下の要件に適合する場合、施設内農作物の病虫害を共済事故としないことで、
安い掛金での加入を選択できます。
①特定園芸施設の設置面積の合計が５００㎡以上であること
②共済責任期間の始まる前に、引き続き３年以上の経験を有すること
③病虫害防除施設が整備され、適切な防除ができること

■ずっと安心！周年補償！

被害が発生したら、速やかに管轄の支所までご連絡ください。
連絡が遅れますと、共済金の支払い対象とならないことがあります。
また、緊急に修理を要する場合もご連絡をお願いします。

対象となる共済事故

●風水害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因（地震および噴火を含む）による災害
●火災、破裂、爆発
●航空機の墜落、車両の衝突等
●鳥獣害、病虫害（病虫害事故除外方式を申し出た場合を除く）

被覆期間のみの短期加入を廃止し、１年間の加入となりました。
掛金は、被覆する期間と被覆しない期間ごとに算定します。
被覆していない期間に発生した雪害などによる骨材被害も補償できます。

農業保険で備えましょう！
園芸施設に係る全ての国の補助事業

（被災者向け経営体育成事業を含む）
や県の一部の補償事業は、農業保険の
園芸施設共済等への加入が要件となっ
ています。万が一に備え、園芸施設共
済や収入保険に加入しましょう。

育苗用パイプハウスで補償金額が１００万円・２か月間被覆の場合
（国庫補助後の掛金等）

被覆期間の掛金 3,129円 ＋ 未被覆期間の掛金 138円

共済責任期間

■被害が発生したらまず被害申告を！

掛金納入の翌日から１年間です
●被覆する期間と被覆しない期間を申告してください

特
定
園
芸
施
設
（
本
体
）

基本補償

附帯施設

施設内農作物

特定園芸施設撤去費用

特定園芸施設復旧費用

選択できる補償

園芸施設に附帯する施設で、暖房
施設、かん水施設、排水施設、巻
き上げ装置などが対象

園芸施設の被覆期間内に栽培され
る野菜、花きなどの農作物が対象

（ただし、育苗中の作物は除く）

共済事故により特定園芸施設に損
害を被った場合、特定園芸施設本
体の撤去に必要な費用が対象

（ただし、被覆材の撤去費用は対象外）

共済事故により特定園芸施設本体
及び附帯施設に損害を被った場
合、復旧に必要な費用が対象

3,267円で１年間補償

例

・プラスチックハウス
（ビニール、合成樹脂板で
　　　　　　　被覆したもの）

・雨よけ施設
（一部のみ被覆したもの）

・多目的ネットハウス
（果樹の防災施設）

・ガラス室

施設内農作物は収入保険で補償します！
園芸施設共済の「施設内農作物」は収入保険に
移行可能です。

●すべての農産物が対象です
●農業者ごとの収入減少を補てん
●青色申告を行っている農業者が対象

収入保険
あらゆるリスクに対応！
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共済金額
共済金額（補償額）は、共済価額（施設本体や施設内農作物の評価額）の４割から８割の
範囲内で選択できます。

共済掛金の２分の１を国が負担します。

本体や被覆材、附帯施設の評価には各々に定められた時価現有率・被覆経過割合を適用します
ので経過年数に応じた評価額となります。
また、販売明細等により算出できる場合は、共済価額（再建策価額）をその価額にできます。

■共済価額の定めかた

共済掛金

設置面積 216 ㎡、22.5 ㎜パイプハウス、耐久軟質フィルム (1 年未満 )、補償割合８割
①本体の再建築価額：388 千円 (1,800 円 / ㎡ × 設置面積 )
②被覆材再取得価額：285 千円 (620 円 / ㎡ × 設置面積 ×2.13)
③共済掛金率：時価部分 2.755%(1/2 の国庫負担あり )、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　復旧部分 1.225%( 国庫負担なし )

＊追加部分の共済掛金(復旧費
用)は全額加入者負担となり
ます

＊追加部分の共済金は、施設
本体及び附帯施設を復旧し
た後に支払います

＊被覆材にかかる費用は対象
外です

特定園芸施設

附帯施設

施設内農作物

特定園芸施設撤去費用

特定園芸施設復旧費用

算出の仕方

本体及び被覆材の種類ごとに農林水産大臣の定める㎡当
たり単価に面積を乗じて再建築（取得）価額を算出

標準的な販売額、施工費等から再建築（取得）価額を算出

葉菜類、果菜類、花き類に区分され、各々の算定率を特
定園芸施設の価額に乗じて算出 ( 被覆を除く )

農林水産大臣が定める㎡当たり単価の撤去費用に特定園
芸施設の設置面積を乗じた額

本体再建築（取得）価額 ( 被覆材を除く ) 及び附帯施設再取
得価額に調整率を乗じて算出 ( 調整率は再建築価額 100% か
ら時価現有率（その時点での資産価値）を差し引いた部分を
補償。ただし、耐用年数経過後は 100% を 75% に置き換え )

50

75

100 100％100％

75％75％

12 131110987654321

■共済掛金等（１年間分）試算例

設置１年未満の施設 設置４年経過の施設 設置 10 年経過の施設

施設本体

8,756 円 － 5,726 円 6,795 円 3,980 円 5,981 円 
共済掛金等

( 農家負担額 )

 本体
+

復旧費用
施設本体

 本体
+

復旧費用
施設本体

 本体
+

復旧費用

耐用年数内の補償価額は再建築価額の100％まで

時価現有率時価現有率

10年経過後も50％
補償されます

施設本体と附帯施設の耐用年数は10年です　

■補償を手厚くできます！
加入者の選択により、施設の復旧を条件として施設本体の評価額の上乗せが
できます。時価による補償に加えて、更に大きな補償を受けることができます。

■危険段階別共済掛金の導入
平成31年１月から危険段階別共済掛金率の区分が41段階に細分化され、加入者ごとに翌年

の掛金率が設定されることになりました。

■古い施設を補償から除外できます
耐用年数を２．５倍以上経過した施設（パイプハウスで２５年超）を補償の対象から除外で

きます。

■賦課金が安くなりました
パイプハウスでは賦課金が共済金額1万円当たり６０円から５０円に引き下げられました。

■補強したハウスは掛金割引
プラスチックハウスⅡ類のうち、40－２型の骨格の主要部分が31.8mm以上の径のパイプ

により造られている施設の共済掛金率が15％割引になります。

■大規模農家にも国庫補助
共済金額１億6,000万円まで国庫負担の対象になります。

【例】割引適用のパイプハウスで補償金額が１００万円の場合（国庫補助後の掛金）

掛金 １３，７７５円のところ１５％割引で 11,709円

例

0

農家選択による
補償追加部分
農家選択による
補償追加部分

パイプハウスの場合パイプハウスの場合

（％）

（年数）

耐用年数経過後の施設の補償価額は、
再建築価額の７５％まで
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75％75％

12 131110987654321

■共済掛金等（１年間分）試算例

設置１年未満の施設 設置４年経過の施設 設置 10 年経過の施設

施設本体

8,756 円 － 5,726 円 6,795 円 3,980 円 5,981 円 
共済掛金等

( 農家負担額 )

 本体
+

復旧費用
施設本体

 本体
+

復旧費用
施設本体

 本体
+

復旧費用

耐用年数内の補償価額は再建築価額の100％まで

時価現有率時価現有率

10年経過後も50％
補償されます

施設本体と附帯施設の耐用年数は10年です　

■補償を手厚くできます！
加入者の選択により、施設の復旧を条件として施設本体の評価額の上乗せが
できます。時価による補償に加えて、更に大きな補償を受けることができます。

■危険段階別共済掛金の導入
平成31年１月から危険段階別共済掛金率の区分が41段階に細分化され、加入者ごとに翌年

の掛金率が設定されることになりました。

■古い施設を補償から除外できます
耐用年数を２．５倍以上経過した施設（パイプハウスで２５年超）を補償の対象から除外で

きます。

■賦課金が安くなりました
パイプハウスでは賦課金が共済金額1万円当たり６０円から５０円に引き下げられました。

■補強したハウスは掛金割引
プラスチックハウスⅡ類のうち、40－２型の骨格の主要部分が31.8mm以上の径のパイプ

により造られている施設の共済掛金率が15％割引になります。

■大規模農家にも国庫補助
共済金額１億6,000万円まで国庫負担の対象になります。

【例】割引適用のパイプハウスで補償金額が１００万円の場合（国庫補助後の掛金）

掛金 １３，７７５円のところ１５％割引で 11,709円

例

0

農家選択による
補償追加部分
農家選択による
補償追加部分

パイプハウスの場合パイプハウスの場合

（％）

（年数）

耐用年数経過後の施設の補償価額は、
再建築価額の７５％まで
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設置面積 216 ㎡、22.5 ㎜パイプハウス、耐久軟質フィルム (1 年未満 )、補償割合８割、
小損害不塡補①を選択

■共済金試算例

共済金 園芸施設共済重要事項説明書（制度概要・注意喚起情報・その他のご注意点のご説明）

共済金は以下のように算出されます

１.共済責任の開始及び共済責任期間について
事故が発生したときの補償（以下「共済責任」という）は、掛金
が納入された翌日から開始します。
共済責任期間は原則1年間です。ただし、次の場合は1ヵ月以
上１年未満の共済責任期間を設定することができます。
①共済責任期間の始期又は終期を統一する場合
②当該特定園芸施設の設置期間が周年でない場合

２.共済金が支払えない場合について
次のような理由による損害の場合には、共済金をお支払いで
きません。
①加入者が通常すべき管理その他損害防止の義務を怠った
又は損害防止の指示に従わなかったとき
②損害発生の通知を怠り又は悪意若しくは重大な過失に
よって不実の通知をしたとき
③当該園芸施設の構造、材質、所在地、経過年数及び被覆期
間、附帯施設の種類及び経過年数並びに施設内農作物の
種類、栽培面積及び栽培期間につき悪意又は重大な過失
によってこれを通知せず又は不実の通知をしたとき
④戦争・革命・内乱及び暴動等による損害
⑤加入者又は加入者と同一世帯に属する親族の故意若しく
は重大な過失又は法令違反（植物防疫法の規定に違反す
る等）によって生じた損害
⑥共済事故による1棟ごとの損害額が加入時に選択した小損
害不塡補の基準金額（ア．3万円(共済価格の20分の1に相
当する金額が3万円に満たないときは、当該相当する金
額)、イ．10万円、ウ．20万円、エ．50万円、オ．100万円）を
超えないとき

３.共済責任期間中の異動通知について
共済責任期間中に次のような事実が発生した場合には、速や
かに組合までご連絡ください。
①譲渡、移転、解体、増築、改築、構造又は材質の変更があっ
たとき

②共済事故以外の理由による破損又は滅失したとき
③補償内容を同じくする他の共済・保険に加入したとき
④被覆期間を変更したとき
⑤施設内農作物の種類、栽培面積又は栽培期間の変更、並
びに発芽又は移植があったとき

⑥危険が著しく増加したとき

４.損害発生の通知について
加入した特定園芸施設等に損害が発生したときは、速やかに
組合各支所に事故発生の通知をお願いします。通知が遅れる
と共済金のお支払いができなくなる場合がありますのでご注
意ください。

５．損害防止の義務について
加入者は、加入した特定園芸施設等について通常の管理・損
害防止を行うとともに、事故が発生したときはその防止・軽減
に努めてください。怠ったときは損害の額から防止・軽減でき
たと認められる額を差し引くことがあります。なお、損害防止
のためのビニールの切断は、やむをえない緊急的な損害防止
処置と考えられますので、切断する前には必ず組合の指示を
受けてください。

６．個人情報の取り扱いについて
ご加入の内容、申込書記載事項の情報等（以下「個人情報」と
いう）については、組合が引受の判断、共済掛金・共済金支払
額の算定、共済契約の継続・維持管理、各種サービスの提供・
充実を行うために利用（以下「利用目的」という）します。加入
者との共済関係が成立することにより、組合と国との間で保
険関係が自動的に付されることとなります。加えて組合は、
法令に基づき県から団体運営及び共済事業運営等に係る指
導を受けております。そのため組合が得た個人情報を、国、県
と共同利用します。
また、この共済関係に関する個人情報は、組合が実施する
他の共済事業の案内等に必要な範囲で利用することがあり
ます。
法令により必要と判断される場合、加入者・公共の利益のため
に必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務
を委託する場合、他の共済・保険との支払分担を行う場合、必
要な範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。

７．その他
組合は行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるとと
もにその保有する共済金支払責任の一部を、国と保険契約
を締結し危険の分散を図るなど共済金の確実な支払いに努
めていますが、財務状況によっては共済金の支払額が削減さ
れることがあります。

共済金 ＝ 損害額（※） × 共済金額／共済価額
※損害額＝（特定園芸施設の被害額＋附帯施設の被害額＋施設内農作物の被害額）

共済金の支払い対象となる基準を、加入者ごとに次の①から⑤のうちから選択することができます。

① ３万円又は共済価額の２０分の１に相当する金額を超える場合

② １０万円を超える場合

③ ２０万円を超える場合

④ ５０万円を超える場合

⑤ １００万円を超える場合
不塡補の金額を大きく

掛金が少なくなります

不塡補の金額を小さく
補償が大きくなります

小損害不塡補

設置１年未満の施設 設置４年経過の施設 設置 10 年経過の施設

施設本体

538千円 476千円 538千円 383千円 460千円－
共済金

( 全損の場合 )

 本体
+

復旧費用
施設本体

 本体
+

復旧費用
施設本体

 本体
+

復旧費用

●共済金は共済事故が生じたときに、その都度何回でも支払います
●加入している棟ごとに、小損害不塡補の基準金額を超えない場合は、共済金は支払われません
●撤去費用を伴う場合は「特定園芸施設撤去費用の損害額」に加えて算定します
●特定園芸施設撤去費用については、特定園芸施設の撤去に要した金額が100万円以上または

被覆材を除く本体の損害割合が50％（ガラス室は35％）を超えた場合に共済金を支払います
●施設内農作物の病虫害の被害については、施設の管理、土壌管理、肥培管理等の状態によって、

共済金が減額される場合があります

■共済金の支払い対象となる基準を選択できます

この説明書は、園芸施設共済の加入にあたり、あらかじめ承知いただきたい重要事項をまとめたものです。この説明書は、契約
に関する全ての内容を記載したものではありません。わかりにくい点、詳細については、農業共済組合（以下「組合」という）備え置
きの「定款」「事業規程」を閲覧していただくか、組合までお問い合わせください。
お申込みの際は、以下の事項を今一度ご確認のうえ、加入願います。〈金融商品販売法等に基づく重要事項の説明〉

※共済関係成立後に交付する園芸施設共済証券で、加入内容
　のご確認をお願いいたします。

＊以下については令和元年９月より適用されます
１．④、⑤の選択
　（④、⑤については、共済価額が当該選択金額を超えている場合に選択できます）
２．小損害不塡補を１棟ごとに選択
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設置面積 216 ㎡、22.5 ㎜パイプハウス、耐久軟質フィルム (1 年未満 )、補償割合８割、
小損害不塡補①を選択

■共済金試算例

共済金 園芸施設共済重要事項説明書（制度概要・注意喚起情報・その他のご注意点のご説明）

共済金は以下のように算出されます

１.共済責任の開始及び共済責任期間について
事故が発生したときの補償（以下「共済責任」という）は、掛金
が納入された翌日から開始します。
共済責任期間は原則1年間です。ただし、次の場合は1ヵ月以
上１年未満の共済責任期間を設定することができます。
①共済責任期間の始期又は終期を統一する場合
②当該特定園芸施設の設置期間が周年でない場合

２.共済金が支払えない場合について
次のような理由による損害の場合には、共済金をお支払いで
きません。
①加入者が通常すべき管理その他損害防止の義務を怠った
又は損害防止の指示に従わなかったとき
②損害発生の通知を怠り又は悪意若しくは重大な過失に
よって不実の通知をしたとき
③当該園芸施設の構造、材質、所在地、経過年数及び被覆期
間、附帯施設の種類及び経過年数並びに施設内農作物の
種類、栽培面積及び栽培期間につき悪意又は重大な過失
によってこれを通知せず又は不実の通知をしたとき
④戦争・革命・内乱及び暴動等による損害
⑤加入者又は加入者と同一世帯に属する親族の故意若しく
は重大な過失又は法令違反（植物防疫法の規定に違反す
る等）によって生じた損害
⑥共済事故による1棟ごとの損害額が加入時に選択した小損
害不塡補の基準金額（ア．3万円(共済価格の20分の1に相
当する金額が3万円に満たないときは、当該相当する金
額)、イ．10万円、ウ．20万円、エ．50万円、オ．100万円）を
超えないとき

３.共済責任期間中の異動通知について
共済責任期間中に次のような事実が発生した場合には、速や
かに組合までご連絡ください。
①譲渡、移転、解体、増築、改築、構造又は材質の変更があっ
たとき

②共済事故以外の理由による破損又は滅失したとき
③補償内容を同じくする他の共済・保険に加入したとき
④被覆期間を変更したとき
⑤施設内農作物の種類、栽培面積又は栽培期間の変更、並
びに発芽又は移植があったとき

⑥危険が著しく増加したとき

４.損害発生の通知について
加入した特定園芸施設等に損害が発生したときは、速やかに
組合各支所に事故発生の通知をお願いします。通知が遅れる
と共済金のお支払いができなくなる場合がありますのでご注
意ください。

５．損害防止の義務について
加入者は、加入した特定園芸施設等について通常の管理・損
害防止を行うとともに、事故が発生したときはその防止・軽減
に努めてください。怠ったときは損害の額から防止・軽減でき
たと認められる額を差し引くことがあります。なお、損害防止
のためのビニールの切断は、やむをえない緊急的な損害防止
処置と考えられますので、切断する前には必ず組合の指示を
受けてください。

６．個人情報の取り扱いについて
ご加入の内容、申込書記載事項の情報等（以下「個人情報」と
いう）については、組合が引受の判断、共済掛金・共済金支払
額の算定、共済契約の継続・維持管理、各種サービスの提供・
充実を行うために利用（以下「利用目的」という）します。加入
者との共済関係が成立することにより、組合と国との間で保
険関係が自動的に付されることとなります。加えて組合は、
法令に基づき県から団体運営及び共済事業運営等に係る指
導を受けております。そのため組合が得た個人情報を、国、県
と共同利用します。
また、この共済関係に関する個人情報は、組合が実施する
他の共済事業の案内等に必要な範囲で利用することがあり
ます。
法令により必要と判断される場合、加入者・公共の利益のため
に必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務
を委託する場合、他の共済・保険との支払分担を行う場合、必
要な範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。

７．その他
組合は行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるとと
もにその保有する共済金支払責任の一部を、国と保険契約
を締結し危険の分散を図るなど共済金の確実な支払いに努
めていますが、財務状況によっては共済金の支払額が削減さ
れることがあります。

共済金 ＝ 損害額（※） × 共済金額／共済価額
※損害額＝（特定園芸施設の被害額＋附帯施設の被害額＋施設内農作物の被害額）

共済金の支払い対象となる基準を、加入者ごとに次の①から⑤のうちから選択することができます。

① ３万円又は共済価額の２０分の１に相当する金額を超える場合

② １０万円を超える場合

③ ２０万円を超える場合

④ ５０万円を超える場合

⑤ １００万円を超える場合
不塡補の金額を大きく

掛金が少なくなります

不塡補の金額を小さく
補償が大きくなります

小損害不塡補

設置１年未満の施設 設置４年経過の施設 設置 10 年経過の施設

施設本体

538千円 476千円 538千円 383千円 460千円－
共済金

( 全損の場合 )

 本体
+

復旧費用
施設本体

 本体
+

復旧費用
施設本体

 本体
+

復旧費用

●共済金は共済事故が生じたときに、その都度何回でも支払います
●加入している棟ごとに、小損害不塡補の基準金額を超えない場合は、共済金は支払われません
●撤去費用を伴う場合は「特定園芸施設撤去費用の損害額」に加えて算定します
●特定園芸施設撤去費用については、特定園芸施設の撤去に要した金額が100万円以上または

被覆材を除く本体の損害割合が50％（ガラス室は35％）を超えた場合に共済金を支払います
●施設内農作物の病虫害の被害については、施設の管理、土壌管理、肥培管理等の状態によって、

共済金が減額される場合があります

■共済金の支払い対象となる基準を選択できます

この説明書は、園芸施設共済の加入にあたり、あらかじめ承知いただきたい重要事項をまとめたものです。この説明書は、契約
に関する全ての内容を記載したものではありません。わかりにくい点、詳細については、農業共済組合（以下「組合」という）備え置
きの「定款」「事業規程」を閲覧していただくか、組合までお問い合わせください。
お申込みの際は、以下の事項を今一度ご確認のうえ、加入願います。〈金融商品販売法等に基づく重要事項の説明〉

※共済関係成立後に交付する園芸施設共済証券で、加入内容
　のご確認をお願いいたします。

＊以下については令和元年９月より適用されます
１．④、⑤の選択
　（④、⑤については、共済価額が当該選択金額を超えている場合に選択できます）
２．小損害不塡補を１棟ごとに選択
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加賀地区支所 ℡：０７６１-４７-７３００
中 能 登 支 所 ℡：０７６７-７２-４４１１

石川中央支所 ℡：０７６-２３９-２５５５
奥 能 登 支 所 ℡：０７６８-７６-２２５１

℡：076-239-3111

詳しい内容について
お問い合わせください

集団加入による割引

① ＮＯＳＡＩと協定を締結する

② 団体が一斉加入受付をする

③ 加入割合が一斉加入受付前より増加する ＋ 加入割合が 8 割を超える

①～③の条件を全て満たした時掛金率を５％割引

◆ 対象となる団体 ◆

ＮＯＳＡＩは、農業用ハウスの補強や保守管理の徹底、園芸施設共済への集団加入を進め、
地域ぐるみで災害に強い施設園芸づくりに取り組むことを応援します！

ＮＯＳＡＩと「災害に強い施設園芸づくりに関する協定書」を締結した団体の

構成員が、次の条件を満たした時に掛金率を５％割引します。
　③の園芸施設共済の加入割合は、協定書締結時に提供された資格構成

員の人数に対する②の一斉加入受付により園芸施設共済の加入申込み
を行った構成員の人数の割合により算出します。ただし、園芸施設共
済に加入できる棟の全てにつき他の損害保険等に加入しており、園芸
施設共済に加入しないことを希望する構成員は除いて算出します。

ＪＡ生産部会、農業法人協会等園芸施設共済の
加入資格者が構成員となっている生産出荷団体など

以下の点について
ＮＯＳＡＩと協定を締結した団体

● ハウスの補強　　● 園芸施設共済に集団加入　　● 一斉加入受付

掛金の割引

① ＮＯＳＡＩと協定を締結する

② 団体が一斉加入受付をする

ＮＯＳＡＩと「災害に強い施設園芸づくりに関する協定書」を締結した団体の

構成員が、次の条件を満たした時に事務費賦課金を割引します。
賦課金の割引

③ 10人以上の構成員が一斉加入受付

①、②、③の条件を全て満たした時
賦課金を２０％割引

①、②、④の条件を全て満たした時
賦課金を 10％割引

④ ５人以上10人未満の構成員が一斉加入受付

石川県農業共済組合石川県農業共済組合

ハウスを守ります！

ずっと安心！周年補償！
掛金の２分の１を国が負担します
共済金の支払い対象となる基準を
　　　　　　　　　　選択できます
集団加入による割引

園芸施設共済

P３
P５
P６

P８


