
　Ⅱ. 事務費賦課額、賦課方法

ア.事務費賦課額

１ 一般事務費賦課額 円

２ 損害防止費賦課額 円

３ 任意共済事業事務費賦課額 円

計 円

イ.賦課方法
賦課対象 賦課予定額

１ 一般事務費 円 ｱｰﾙ 千円
　水稲共済割

10a当たり 全相殺、品質方式、半相殺 235 1,073,440 25,226
　　 〃 地域インデックス 175

円 ｱｰﾙ 千円
10a当たり 全相殺、災害収入、半相殺 185 19,800 366
　　 〃 地域インデックス 135

　家畜共済割 円 頭 千円
死亡廃用共済 1頭当たり
　　搾乳牛 500 1,622 811
　　搾乳牛（事故除外１号イ） 300 595 179
　　搾乳牛（事故除外１号ロ） 500
　　搾乳牛（事故除外１号ハ） 500

　　育成乳牛 500 884 442
　　育成乳牛（事故除外１号イ） 300 361 108
　　育成乳牛（事故除外１号ロ） 500 25 13
　　育成乳牛（事故除外１号ハ） 500

　　繁殖用雌牛 500 4,355 2,178
　　繁殖用雌牛（事故除外2号イ） 300 43 13
　　繁殖用雌牛（事故除外2号ロ） 500
　　繁殖用雌牛（事故除外2号ハ） 500 115 58

　　育成・肥育牛 500 17,515 8,754
　　育成・肥育牛（事故除外2号イ） 300 322 97
　　育成・肥育牛（事故除外2号ロ） 500
　　育成・肥育牛（事故除外2号ハ） 500 25 13

　　肉用種種雄牛 500 3 2

　　繁殖用雌馬 500
　　繁殖用雌馬（事故除外３号） 300

　　育成・肥育馬 500 2 1
　　育成・肥育馬（事故除外３号） 300

　　種雄馬 500

　　種豚 120
　　種豚（事故除外４号イ） 35 3,200 112
　　種豚（事故除外４号ロ） 35

　　群単位肉豚 35
　　特定肉豚 35
　　特定肉豚（事故除外５号） 10 24,500 245

55,812,000
1,722,000

188,281,000
245,815,000

区　　分 賦　課　単　位

　麦共済割



賦課対象 賦課予定額区　　分 賦　課　単　位
疾病傷害共済 1頭当たり 円 頭 千円
　　乳用牛 800 2,352 1,882
　　肉用牛 800 13,414 10,731
　　肉用種種雄牛 800
　　一般馬 800 2 2
　　種雄馬 800
　　種豚 180

円 ｱｰﾙ 千円
10a当たり うんしゅうみかん

　全相殺、災害収入、半相殺 305 1,801 55
　地域インデックス方式 150

　　 〃 なつみかん
　全相殺、災害収入、半相殺 200

　　 〃 なし
　全相殺、災害収入 150 281 4

円 ｱｰﾙ 千円
10a当たり 大豆

　全相殺、半相殺 135 7,300 99
　地域インデックス方式 100

　　 〃 茶
　災害収入 260

円 ㎡ 千円
1㎡当たり ガラス室Ⅰ・Ⅱ類 6 8,353 50

プラスチックⅠ・Ⅱ・Ⅲ・
　　　　　　　Ⅳ甲・Ⅳ乙
　　　　　　　Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ類 6 728,479 4,371

一斉加入受付割引

(1) 10人以上の構成員が一斉加入受付を行った場合 割引率：20%
(2) 5人以上10人未満の構成員が一斉加入受付を行った場合 割引率：10%

２ 損害防止費 円 頭 千円
　家畜共済割

死亡廃用共済　　1頭当たり
　　搾乳牛、育成乳牛、繁殖用雌牛
　　育成・肥育牛、肉用種種雄牛 30 25,867 776
　　繁殖用雌馬、育成・肥育馬、種雄馬
疾病傷害共済　　1頭当たり
　　乳用牛、肉用牛、種雄牛、一般馬
　　種雄馬 60 15,768 946

特定園芸施設について園芸施設共済又は保険へ加入する旨の取り決めを行うこ
と並びに園芸施設共済の一斉加入受付（注）の実施及び特定園芸施設の補強・
保守管理に取り組むことについて、組合と協定を締結している団体の一斉加入受
付による園芸施設共済加入者の事務費賦課金を、次のとおり割引する。

　（注）当該団体単位で加入の受付を1日又は数日間で行う場合。

園芸施設共済割

畑作物共済割

果樹共済割

園芸施設共済の加入資格者が構成員となっている団体において、当該構成員が



賦課対象 賦課予定額

円 千円 千円
３ 任意共済事業 賦課金
　 事　　務　　費
　　建物総合共済 ○基準共済掛金率 46,808,740 43,994

　 普通物件
　　　一般造 共済金額1万円当たり 9.41
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 8.43
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 7.75
　　　　〃　　　家具類 　　〃 7.75
　 特殊物件一般
　　　一般造　　　　　　　　〃 11.44
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 9.05
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 7.89
　　　　〃　　　家具類 　　〃 7.89
　 特殊物件割増
　　　一般造　　　　　　　　〃 17.38
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 11.55
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 8.51
　　　　〃　　　家具類 　　〃 8.51

○臨時費用担保特約
　 普通物件
　　　一般造30% 共済金額1万円当たり 11.04
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 11.04
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 11.04
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 9.88
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 9.88
　　　　〃　　　10%　        〃 9.88
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 9.09
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 9.09
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 9.09
　　　　〃　　　家具類30%　〃 9.09
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 9.09
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 9.09
　 特殊物件一般
　　　一般造30% 共済金額1万円当たり 13.43
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 13.43
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 13.43
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 10.61
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 10.61
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 10.61
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 9.27
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 9.27
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 9.27

9.27
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 9.27
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 9.27
　 特殊物件割増
　　　一般造30%　　 　　　　〃 20.38
　　　　〃　　20%　　 　　　　〃 20.38
　　　　〃　　10%　 　　　　　〃 20.38
　　　耐火造Ｂ30%　 　　　　〃 13.54
　　　　〃　　　20% 　　　　　〃 13.54
　　　　〃　　　10%　 　　　　〃 13.54
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 9.99
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 9.99

区　　分 賦　課　単　位

　　　耐火造Ａ家具類30% 〃



賦課対象 賦課予定額

円 千円 千円

区　　分 賦　課　単　位

　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 9.99
　　　　〃　　　家具類30%　〃 9.99
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 9.99
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 9.99

○費用不担保特約
　 普通物件
　　　一般造 共済金額1万円当たり 8.43
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 7.60
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 7.02
　　　　〃　　　家具類 　　〃 7.02
　 特殊物件一般
　　　一般造　　　　　　　　〃 10.17
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 8.11
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 7.13
　　　　〃　　　家具類 　　〃 7.13
　 特殊物件割増
　　　一般造　　　　　　　　〃 15.24
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 10.24
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 7.67
　　　　〃　　　家具類 　　〃 7.67

○費用不担保+臨時費用担保特約
　 普通物件
　　　一般造30% 共済金額1万円当たり 10.06
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 10.06
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 10.06

　　　耐火造Ｂ30%　共済金額1万円当たり 9.05
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 9.05
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 9.05
　　　耐火造Ａ建物 30%　 〃 8.36
　　　　〃　　　　〃　20%　  〃　　　 8.36
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 8.36
　　　　〃　　　家具類30%　〃 8.36
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 8.36
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 8.36
　 特殊物件一般
　　　一般造30%　　　　　　〃 12.13
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 12.13
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 12.13
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 9.70
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 9.70
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 9.70
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 8.51
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 8.51
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 8.51
　　　　〃　　　家具類30%　〃 8.51
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 8.51
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 8.51
　 特殊物件割増
　　　一般造30%　　　　　　〃 18.24
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 18.24
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 18.24
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 12.27



賦課対象 賦課予定額

円 千円 千円

区　　分 賦　課　単　位

　　　　〃　　　20%　　　　　〃 12.27
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 12.27
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 9.12
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 9.12
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 9.12
　　　　〃　　　家具類30%　〃 9.12
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 9.12
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 9.12

　　（別途、賦課加算額有り）
　 普通物件
　　　一般造30% 共済金額1万円当たり 11.04
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 11.04
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 11.04
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 9.88
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 9.88
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 9.88
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 9.09
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 9.09
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 9.09
　　　　〃　　　家具類30%　〃 9.09
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 9.09
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 9.09
　 特殊物件一般
　　　一般造30% 共済金額1万円当たり 13.43
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 13.43
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 13.43
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 10.61
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 10.61
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 10.61
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 9.27
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 9.27

9.27
　　　　〃　　　家具類30%　〃 9.27
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 9.27
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 9.27
 　特殊物件割増
　　　一般造30%　　　　　　〃 20.38
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 20.38
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 20.38
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 13.54
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 13.54
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 13.54
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 9.99
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 9.99
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 9.99
　　　　〃　　　家具類30%　〃 9.99
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 9.99
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 9.99

○小損害実損塡補+費用不担保特約
　　（別途、賦課加算額有り）
　 普通物件
　　　一般造 共済金額1万円当たり 8.43

○小損害実損塡補+臨時費用担保特約

　　　　〃　　　　〃　10%　　〃



賦課対象 賦課予定額

円 千円 千円

区　　分 賦　課　単　位

　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 7.60
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 7.02
　　　　〃　　　家具類 　　〃 7.02
　 特殊物件一般
　　　一般造　　　　　　　　〃 10.17
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 8.11
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 7.13
　　　　〃　　　家具類 　　〃 7.13
　 特殊物件割増
　　　一般造　　　　　　　　〃 15.24
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 10.24
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 7.67
　　　　〃　　　家具類 　　〃 7.67

　　（別途、賦課加算額有り）
　 普通物件
　　　一般造30% 共済金額1万円当たり 10.06
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 10.06
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 10.06
　　　耐火造Ｂ30% 共済金額1万円当たり 9.05
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 9.05
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 9.05
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 8.36
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 8.36
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 8.36
　　　　〃　　　家具類30%　〃 8.36
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 8.36
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 8.36
　 特殊物件一般
　　　一般造30%　　　　　　〃 12.13
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 12.13
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 12.13
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 9.70
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 9.70
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 9.70
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 8.51
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 8.51
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 8.51
　　　　〃　　　家具類30%　〃 8.51
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 8.51
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 8.51
　 特殊物件割増
　　　一般造30%　　　　　　〃 18.24
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 18.24
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 18.24
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 12.27
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 12.27
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 12.27
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 9.12
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 9.12
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 9.12
　　　　〃　　　家具類30%　〃 9.12
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 9.12
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 9.12

○小損害実損塡補+費用不担保+臨時費用担保特約



賦課対象 賦課予定額

円 千円 千円

区　　分 賦　課　単　位

【特約】
○小損害実損塡補特約
　　　加算額 共済金額が1,000万円以上 1,050.00

○収容農産物補償特約
   ①共済責任期間が短期
      『120日以下の期間で、申込者が選択した始期から

　　　終期までの期間』

　　　加算額 共済金額100万円当たり 300.00
   ②共済責任期間が1年
　　　加算額 共済金額100万円当たり 900.00

  建物火災共済 ○基準共済掛金率 344,406,580 117,786
　 普通物件
　　　一般造 共済金額1万円当たり 3.51
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 2.11
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 1.12
　　　　〃　　　家具類 　　〃 1.12
　 特殊物件一般
　　　一般造　             　〃 6.30
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 2.97
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 1.30
　　　　〃　　　家具類 　　〃 1.30
　 特殊物件割増
　　　一般造　              〃 14.85
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 6.57
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 2.20
　　　　〃　　　家具類 　　〃 2.20

○臨時費用担保特約
　 普通物件
　　　一般造30% 共済金額1万円当たり 4.05
　　　　〃　　20%　           〃 4.00
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 3.78
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 2.43
　　　　〃　　　20%   　    　〃 2.38
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 2.29
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 1.30
　　　　〃　　　　〃 20%   　〃 1.26
　　　　〃　　　　〃 10%　　〃　　　 1.21
　　　　〃　　　家具類30% 〃 1.30
　　　　〃　　　　〃　　20% 〃　　　 1.26
　　　　〃　　　　〃　　10% 〃　　　 1.21
　 特殊物件一般
　　　一般造30%　　　　　　〃 7.47
　　　　〃　　20%   　        〃 7.15
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 6.79
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 3.42
　　　　〃　　　20%         〃 3.37
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 3.19

1.53
　　　　〃　　　　　　20%    〃 1.48
　　　　〃　　　　　　10%　　〃 1.39

1.53

　　　耐火造Ａ建物30%　 〃

　　　耐火造Ａ家具類30% 〃



賦課対象 賦課予定額

円 千円 千円

区　　分 賦　課　単　位

　　　　〃　　　　〃　　20% 〃　　　 1.48
　　　　〃　　　　〃　　10% 〃　　　 1.39
　 特殊物件割増
　　　一般造30%　　　　　　〃 17.37
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 16.92
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 15.97
　　　耐火造Ｂ30% 共済金額1万円当たり 7.60
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 7.47
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 7.06
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 2.56
　　　　〃　　　　〃 20%　　〃　　　 2.52
　　　　〃　　　　〃 10%　　〃　　　 2.38
　　　　〃　　　家具類30% 〃 2.56
　　　　〃　　　　〃　　20% 〃　　　 2.52
　　　　〃　　　　〃　　10% 〃　　　 2.38

○費用不担保特約
　 普通物件
　　　一般造 共済金額1万円当たり 2.92
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 1.75
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 0.94
　　　　〃　　　家具類 　　〃 0.94
　 特殊物件一般
　　　一般造　　　　　　　　〃 5.31
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 2.47
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 1.08
　　　　〃　　　家具類 　　〃 1.08
　 特殊物件割増　　　　　〃
　　　一般造　　　　　　　　〃 12.51
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 5.49
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 1.84
　　　　〃　　　家具類 　　〃 1.84
　　　耐火造Ａ建物30%　 〃 1.30
　　　　〃　　　　〃 20%　　〃　　　 1.26
　　　　〃　　　　〃 10%　　〃　　　 1.21
　　　　〃　　　家具類30% 〃 1.30
　　　　〃　　　　〃　　20% 〃　　　 1.26
　　　　〃　　　　〃　　10% 〃　　　 1.21
　 特殊物件割増　　　　　〃　　　
　　　一般造30%　　　　　　〃 14.76
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 14.44
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 13.59
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 6.48
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 6.39
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 5.98
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 2.16
　　　　〃　　　　〃 20%　　〃　　　 2.16
　　　　〃　　　　〃 10%　　〃　　　 2.02
　　　　〃　　　家具類30% 〃 2.16
　　　　〃　　　　〃　　20% 〃　　　 2.16
　　　　〃　　　　〃　　10% 〃　　　 2.02

○小損害実損塡補+臨時費用担保特約
　　（別途、賦課加算額有り）
　 普通物件



賦課対象 賦課予定額

円 千円 千円

区　　分 賦　課　単　位

　　　一般造30% 共済金額1万円当たり 4.05
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 4.00
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 3.78
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 2.43
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 2.43
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 2.29
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 1.30

1.30
　　　　〃　　　　〃 10%　　〃　　　 1.21
　　　　〃　　　家具類30% 〃 1.30
　　　　〃　　　　〃　　20% 〃　　　 1.30
　　　　〃　　　　〃　　10% 〃　　　 1.21
　 特殊物件一般
　　　一般造30%　　　　　　〃 7.47
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 7.24
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 6.79
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 3.42
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 3.42
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 3.19
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 1.53
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 1.48
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 1.39
　　　　〃　　　家具類30%　〃 1.53
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 1.48
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 1.39
　 特殊物件割増
　　　一般造30% 共済金額1万円当たり 17.37
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 17.05
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 16.06
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 7.60
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 7.56
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 7.11
　　　耐火造Ａ建物30%　  〃 2.56
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 2.52
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 2.38
　　　　〃　　　家具類30%　〃 2.56
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 2.52
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 2.38

○小損害実損塡補+費用不担保特約
　　（別途、賦課加算額有り）
　 普通物件
　　　一般造 共済金額1万円当たり 2.92
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 1.75
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 0.94
　　　　〃　　　家具類 　　〃 0.94
　 特殊物件一般
　　　一般造　　　　　　　　〃 5.22
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 2.47
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 1.08
　　　　〃　　　家具類 　　〃 1.08
　 特殊物件割増
　　　一般造　　　　　　　　〃 12.33
　　　耐火造Ｂ　　　　　　　〃 5.44
　　　耐火造Ａ建物　　　　〃 1.84

        〃        〃 20%　  　〃



賦課対象 賦課予定額

円 千円 千円

区　　分 賦　課　単　位

　　　　〃　　　家具類 　　〃 1.84

　　（別途、賦課加算額有り）
　 普通物件
　　　一般造30% 共済金額1万円当たり 3.46
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 3.37
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 3.15
　　　耐火造Ｂ30%　　　　　〃 2.07
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 2.02
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 1.89
　　　耐火造Ａ建物30%　　〃 1.12
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 1.08
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 1.03
　　　　〃　　　家具類30%　〃 1.12
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 1.08
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 1.03
　 特殊物件一般
　　　一般造30%　　　　　　〃 6.30
　　　　〃　　20%　　　　　　〃 6.03
　　　　〃　　10%　　　　　　〃 5.67
　　　耐火造Ｂ30% 共済金額1万円当たり 2.92
　　　　〃　　　20%　　　　　〃 2.83
　　　　〃　　　10%　　　　　〃 2.65
　　　耐火造Ａ建物 30%　　〃 1.30
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 1.26
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 1.17
　　　　〃　　　家具類30%　〃 1.30
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 1.26
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 1.17
　 特殊物件割増
　　　一般造30%　　　　 　　〃 14.76
　　　　〃　　20%　　　 　　　〃 14.26
　　　　〃　　10%　 　　　　　〃 13.36
　　　耐火造Ｂ30% 　　　　　〃 6.48
　　　　〃　　　20%　　　 　　〃 6.30
　　　　〃　　　10%　　 　　　〃 5.94
　　　耐火造Ａ建物 30%　  〃 2.16
　　　　〃　　　　〃　20%　　〃　　　 2.11
　　　　〃　　　　〃　10%　　〃　　　 1.98
　　　　〃　　　家具類30%　〃 2.16
　　　　〃　　　　〃　　20%　〃　　　 2.11
　　　　〃　　　　〃　　10%　〃　　　 1.98

【特約】
○小損害実損塡補特約
　　加算額 共済金額が1,000万円以上 409.00

○小損害実損塡補+費用不担保+臨時費用担保特約



賦課対象 賦課予定額

円 千円 千円

区　　分 賦　課　単　位

共済金額1万円当たり
農機具損害共済 15.00 17,344,580 26,105
農機具更新共済 30.00 130,910 395
　臨時費用担保特約 1.50
　地震等担保特約 3.50

〇Aタイプ
　共済責任期間の始期から連続した120日間
　　　１品目１口（共済金額100万円）当たり 750.00 2,000 1
〇Bタイプ
　共済責任期間が１年間
　　　１品目１口（共済金額100万円）当たり 1,950.00

家畜共済、園芸施設共済、建物共済、農機具共済の短期引受は月割で計算する。

ウ. 徴収方法

（1）事業規程第4条第5項の規定により、共済掛金と同時に徴収する。

ただし、家畜共済、果樹共済及び園芸施設共済の分割納入の場合は、第1回納入期

限とする。

（2）園芸施設共済の未被覆期間の事務費賦課金については、徴収しないこととする。

保管中農産物
補償共済

農機具共済


