
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収入保険】私の選択・加入者の声 



「自然災害の恐ろしさ考えて」 【島根県松江市　若林 大徳さん】 ・・・・1
　経営規模＝水稲28a、ハウス５棟、花き（露地）５a

「明瞭な補償内容が決め手」 【香川県丸亀市　宮﨑 祐一さん】 ・・・・1
　モモ1.5ha

「加入で万が一のときへの安心」 【香川県三豊市　関 遂男さん】 ・・・・1
　ブロッコリー80aの他、水稲８ha、小麦6.4haを栽培

「品質低下の収入減も補償」 【岩手県一関市　小野 正一さん】 ・・・・2
　経営規模＝水稲26ha、小麦８ha

「園芸施設共済と併せ備え万全」 【三重県玉城町　野口 嘉人さん】 ・・・・2
　経営規模＝キク32a、トルコギキョウ３a

「従業員の所得安定のために」 【新潟県新潟市　諸橋 弥須衛さん】 ・・・・2

「露地キュウリの不安をカバー」 【福島県二本松市　斎藤 正紀さん】 ・・・・3
　経営規模＝水稲295a、キュウリ35a

「家族経営を守るため」 【徳島県鳴門市　谷口 一郎さん】 ・・・・3
　水稲４ha、レンコン２ha

「出荷不能時に助かる」 【徳島県鳴門市　戎 芳郎さん】 ・・・・3
　「阿波九条」（青ネギ）を露地・ネットハウスで２ha

「保険料や補償の幅が魅力」 【長野県佐久市　茂木 泰治さん】 ・・・・4
　リンゴ100a、モモ20aの他、水稲32a

「収入額に対応する現実的な保険」 【長野県箕輪町　高田 知行さん、高田 幸代さん】 ・・・・4
　リンゴ70aとブドウ50a

「生涯現役」を続けるために」 【大分県竹田市　吉野 幸恵さん】 ・・・・4
　水稲（4.1ha）やブドウ（25a）、野菜８品目（30a）

「大雪、猛暑などに備えて」 【静岡県伊豆の国市　鈴木 忍さん】 ・・・・5
　イチゴを栽培「紅ほっぺ」（ハウス８棟、計27a）を土耕栽培

「野菜分野の業務拡大へ」 【秋田県大仙市　農事組合法人たねっこ】 ・・・・5
　経営規模＝主食用米約135ha、大豆約100ha、水稲の採種栽培、野菜約6ha

「けがや病気に備えて」 【兵庫県神戸市　大西 俊治さん】 ・・・・5
　イチゴ13.5a、水稲67aを栽培

「農業経営に頼もしい存在」 【長野県塩尻市　株式会社信州辻農園】 ・・・・6
　栽培規模＝「ﾅｶﾞﾉﾊﾟｰﾌﾟﾙ」や「ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ」などの生食用ブドウ100a、加工用ブドウ100a

「幅広い品目の補償が魅力」 【新潟県上越市　（株）ふるさと未来】 ・・・・6
　経営規模＝水稲50.5ha、ｴﾀﾞﾏﾒ8.6ha、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ4.6ha、大豆2.9ha、トマト7.5a（ハウス３棟）

「海外への輸出時の為替変動にも安心」 【宮城県大和町　赤間農業開発㈱】 ・・・・6
　水稲は、主食用50haと加工用を10ha、その他ＷＣＳ用稲を３ha作付け。加工用米は甘酒生産

【収入保険】私の選択・加入者の声

　ハウス８棟でイチゴ。その他にも、水稲６ha、エダマメ1.2ha、ナス、タマネギ、キャベツ、ニ
ンジンなどを栽培。餅、ナス漬けに加工販売



「台風で倒木被害 収量減に備えたい」 【宮城県亘理町　永谷 和彦さん】 ・・・・7
　水稲とリンゴを栽培

「けが、病気のときも補償が安心感」 【宮城県東松島市　齋藤 英彦さん】 ・・・・7
　水稲10haと、トウモロコシやハクサイのローテーション栽培20aと、ナスなどの野菜苗

「私は収入保険に決めました」 【北海道仁木町　勝浦 弘志さん】 ・・・・7
　サクランボを主体にリンゴ、プルーン、ミニトマトなどを栽培

「価格変動等への対応が有利な保険」 【大分県宇佐市　門前 文利さん】 ・・・・8
主食用米3ha、飼料用米2.3ha、大豆2.9ha、裏作で麦を5.8ha

「保険は必要」 【京都府宇治田原町　西野 仁さん】 ・・・・8

「大損害に備え」 【京都府舞鶴市　添田 潤さん】 ・・・・8
　ハウス（14棟）での「万願寺甘とう」を中心に、繁殖和牛（4頭）、ブドウ（37a）

「自然災害のセーフティネットに」 【熊本県熊本市　上村 英哉さん】 ・・・・9
　経営規模＝ミカン430a、不知火55a

「収入保険で孫に安心感を」 【熊本県菊池市　磯田 正和さん】 ・・・・9
　経営規模＝水稲410a、WCS（飼料用稲）190a、小麦305a、大麦302a、イチゴ0.5a

「災害を受けやすい地域の方にお勧め」 【熊本県阿蘇市　綿住 輝さん】 ・・・・9
　経営規模＝水稲28a、アスパラガス32.4a

「個人の収入減少への補償が魅力」 【熊本県八代市　松村 正和さん】 ・・・・10
　経営規模＝水稲232a、イグサ21a

「待ちに待った収入保険」 【香川県まんのう町　葛原 仁さん】 ・・・・10
　ガーベラやマーガレットなど約20品目の鉢花35a、ミニトマト12a

「最善の農業経営を目指して」 【福井県福井市（農）三西ファーム】 ・・・・10
　経営規模＝水稲15ha、大麦・大豆８ha、キャベツ25a

「小規模農家にも魅力」 【福井県越前市　鈴木 充さん】 ・・・・11
　経営規模＝水稲42a

「挑戦する農業の支え」 【福井県坂井市　株式会社ｅｆ(えふ)】 ・・・・11
　経営規模＝水稲17.5ha、大豆15ha、大麦11ha、ソバ１ha、ネギ１ha、イチゴ園芸施設４棟

「安心して営農を継続するために」 【福井県福井市　安實 正嗣さん】 ・・・・11
　経営規模＝水稲20ha、大麦・大豆６ha、園芸施設２棟（ネギ、ホウレンソウ等）

「ＮＯＳＡＩが窓口で心強い」 【青森県十和田市　小川 正孝さん】 ・・・・12
　経営規模＝水稲400a、ゴボウ200a、ダイコン150a、ニンニク120a

「病気や災害の備えに」 【青森県つがる市　三橋 弘さん】 ・・・・12
　経営規模＝水稲12.8ha、ブロッコリー1ha、大豆1ha

「家族守るために選択」 【青森県弘前市　川村 公夫さん】 ・・・・12
　経営規模＝園芸施設でトマト40a

「挑戦する農家への後押しに期待」 【山形県大江町　清野 哲生さん】 ・・・・13
　経営規模＝リンゴ200a。「はるか」など、20品種で約800本を栽培。

　茶（1.5ha）は玉露、水稲（50a）、露地キュウリ（8a）、ハウス（3棟）でトマトやレタス、軟弱野
菜などを栽培



「収入保険に期待したい」 【群馬県桐生市　山口 忠幸さん】 ・・・・13
　ナス

「野菜の補償が必要」 【岩手県金ケ崎町　よこみちファーム株式会社】 ・・・・13
　経営規模＝水稲35.4ha、タマネギ2ha、アスパラガス80aの他ミニトマトなど

「カバーの範囲広く安心感」 【福島県福島市　まるせい果樹園】 ・・・・14

「安心して経営規模拡大へ」 【岐阜県北方町　加藤 敦士さん】 ・・・・14
　コマツナを周年で栽培。ハウス36棟で、面積は75a。夏場に小ネギ

「自分の目指す経営にマッチ」 【北海道岩見沢市　（有）濱本農場】 ・・・・14
　経営規模＝水稲782a、麦1,147a、大豆519a、カボチャ503a

「被災経験が決め手の一つ」 【北海道蘭越町　高張 直樹さん】 ・・・・15
　ハウス７棟で大玉トマトをメインに、ミニトマトと食用ホオズキを栽培

「収入保険も加入　併せて万全」 【福岡県久留米市　光安 崇栄さん】 ・・・・15
　ハウスでミズナ（１ha）

「病気やけがも経営リスク」 【群馬県高崎市　ゆあさ農園　代表　湯浅 直樹さん】 ・・・・15
　ウメ1.35haなどを栽培し、生ウメ、梅干し、練り梅、梅酢や梅粉

「従業員と家族を守るために」 【鳥取県北栄町　後藤 則和さん】 ・・・・16
　経営規模＝コマツナ36a（年５回）、ホウレンソウ37a（年５回）、その他野菜30a

「安定的な良品生産の力に」 【岡山県倉敷市　髙橋農産株式会社】 ・・・・16
　経営規模＝レンコン840a

「リスクに備え拡大を目指す」 【広島県庄原市　渡邊 諒さん】 ・・・・16
　経営規模＝輪ギク70a、小ギク10a、スプレーギク20a

「安心の確保へ加入は不可欠」 【山口県山陽小野田市　益永 満晴さん】 ・・・・17
　経営規模＝水稲15ha、ブロッコリー76a、ナス10a

「掛金も内容も魅力」 【秋田県由利本荘市　農事組合法人田高】 ・・・・17
　経営規模＝水稲23.2ha、大豆14ha、タマネギ48.8a、ミニトマト12a、セリ６a

「複合経営の方におすすめ」 【鹿児島県肝付町　丸山 昇さん】 ・・・・17
　主にキンカンを中心に、ほかスイートコーン、ミニトマトなどを栽培しています。

「大幅な収入減少の経験から加入」 【鹿児島県鹿屋市　北郷 久幸さん】 ・・・・18
　さつまいも

「万が一のバックアップに期待」 【和歌山県海南市　中西 貞徳さん】 ・・・・18
　経営規模＝みかん222a、清見20.8a、不知火4.2a、はっさく8.4a

「加入できる保険、求めていました」 【愛知県豊橋市　神藤 育生さん】 ・・・・18
　ハウスのスナップエンドウ、ハウスメロン、冬キャベツを栽培

「価格低迷時の補償に安心感」 【鹿児島県霧島市　末元 正輝さん】 ・・・・19
　「やぶきた」や「あさのか」、「ゆたかみどり」など12品種の茶を約6haで栽培

「加入する制度を一本化して簡潔に」 【宮城県大崎市　矢走 恵美子さん】 ・・・・19
　主食用米20ha、飼料用米4.2ha、大豆14ha、施設野菜（青ネギ、ホウレンソウ）20a

　経営規模＝サクランボやモモなど果樹7品目を栽培、果物狩り（6月～12月）・直売所・園
内に設置したカフェを経営



「病気やけがのときも補償」 【新潟県南魚沼市　神南 厚志さん】 ・・・・19
　水稲10ha、アスパラガス10aの他、ハウス2棟5aでミニトマトを栽培

「専業農家の収入安定に」 【石川県加賀市　向畦地 勝司さん】 ・・・・20
　経営規模＝水稲4.5ha、ブロッコリー70a、オクラ５a

「栽培品目にとらわれない補償」 【石川県白山市　南 真木子さん】 ・・・・20
　経営規模＝ナシ１ha

「価格低下に対応」 【石川県七尾市　礒貝 哲夫さん】 ・・・・20
　経営規模＝ブドウ40a

「あらゆるリスクに対応」 【石川県珠洲市　二三味 頼行さん】 ・・・・21
　経営規模＝水稲13ha、大麦６ha、大豆2.5ha

　「今後の取組の力強い一歩に」 【岡山県岡山市　株式会社アーチファーム】 ・・・・21
　経営規模＝黄ニラ100a、パクチー150a

「収入保険は安心材料」 【京都府宇治市　寺川 勝之さん】 ・・・・21
　経営規模＝茶150a

「もしもの時に備えて収入保険を」 【京都府京都市　堀内 眞治さん】 ・・・・22
　経営規模＝ハウス(連棟ガラスハウスなど)30a

「再建時のダメージから守ってくれる」 【京都府福知山市　片岡 美惠子さん】 ・・・・22
　経営規模＝ハウス4棟、水稲約9ha、畑作物70a

「収入保険は経営安定の手段」 【京都府京丹後市　藤原 典道さん】 ・・・・22
経営規模＝ゴボウ2.5ha、ニンジン2ha、加工用キャベツ1.5ha、ハウス2棟(ミブナ)など

「総合的な補償が自社の経営にマッチ」 【滋賀県米原市　株式会社モリファーム】 ・・・・23
　経営規模＝米43.9ha、大豆14.9ha、小麦13.7ha、その他ハウスで野菜を栽培

「共済制度以上の補償範囲が心強い」 【鳥取県鳥取市　田崎 俊亮さん】 ・・・・23
　経営規模＝梨65a、ブドウ20a

「出荷できない場合も対象に」 【鳥取県大山町　高見 達雄さん（72）】 ・・・・23
　ブロッコリー600a（初夏150a、秋冬450a）、スイートコーン10a

「甚大な損害に備えて」 【愛媛県西条市　真木 和親さん】 ・・・・24
　栽培品目＝水稲、絹かわなす、ハウススイカ、春の七草、キウイフルーツ

「最高の保険」 【愛媛県宇和島市　児玉 恵さん】 ・・・・24
　栽培品目＝温州ミカン、ポンカン、デコポン、甘平、ブラッドオレンジ

「安心して農業をするために」 【愛媛県今治市　大澤 譲児さん】 ・・・・24
　水稲・ニンジン・ダイコン・切り花

「不安材料をカバーしてくれる」 【愛媛県砥部町　大内 建作さん】 ・・・・25
　栽培品目＝温州ミカン・イヨカン等かんきつ類、キウイフルーツなど

「新しいことに挑戦」 【愛媛県東温市　恒岡 茂文さん】 ・・・・25
　栽培品目＝水稲、カボチャ、タマネギ、キュウリ、トマトなどの野菜

「被害に遭う前に」 【愛媛県八幡浜市　中岡 敬冶さん】 ・・・・25
　栽培品目＝温州ミカン、清美、不知火、イヨカン、その他のかんきつ

「輸出のリスクに備えて」 【富山県黒部市　有限会社グリーンビジネス橋本】 ・・・・26
　経営規模＝水稲68ha、大豆13.5ha、その他野菜など2.5ha



「安定した経営の一助として」 【富山県南砺市　農事組合法人高堀集落営農組合】 ・・・・26
　経営規模＝水稲15ha、大麦8ha、タマネギ7ha、ニンジン4ha、ソバ3ha

「品目にとらわれない補償」 【長崎県川棚町　一瀬 薫さん（60）】 ・・・・26
　経営規模＝トマト57.2a、キュウリ35a、水稲102.7a

「災害時に助かります」 【長崎県五島市　五島七岳ファーム（有）】 ・・・・27
　経営規模＝ブロッコリー27ha、茶6ha、桑茶2ha、その他露地野菜など2.6ha

「収入保険で万が一に備える」 【埼玉県狭山市　松井 克実さん】 ・・・・27
米、麦、大豆

「農業を守る収入保険に期待！」 【埼玉県熊谷市　新井 清澄さん】 ・・・・27
　主食用米12ha、飼料用米3.7ha、小麦5.6ha、二条大麦7haを栽培

「リスク回避により安定した農業経営へ」 【埼玉県行田市　（株）Ｏ・いしいファーム】 ・・・・28
　水稲18ha、麦類10haと米麦中心

「日々のデータ管理で手続きスムーズに」 【山梨県北杜市　坂本 貴司さん】 ・・・・28
　経営規模＝約2haで有機野菜（露地野菜30品目）

「請け負った農地に責任を持って」 【大阪府高槻市　大綱 晋太郎さん】 ・・・・28
　経営規模＝水稲3ha
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