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１ 群馬県農業共済組合について（概要）

①地域の概要
本県は、日本列島のほぼ中央にあって、県西・県北の県境には山々が連なり、南東部に
は関東平野が開ける内陸県です。県土の約３分の２が丘陵山岳地帯で、面積は6,363
平方キロメートルで東京都の約３倍、全国では２１番目の大きさです。

②管内農業の特徴
本県農業の特徴は豊富な水資源や耕地の標高が10～1,400ｍの間に分布し、首都
圏に位置するなどの有利な立地条件を生かした多彩で多様な農業が展開されています。
特に野菜や畜産（豚･生乳）の生産が盛んです。
水稲よりも野菜・畜産等のウエートが高いのが特徴で、全国でトップクラスの品目も多く、
農業生産における全国地位（平成29年）は、全国１位はこんにゃく（全国の92％）、
繭（40％）、キャベツ（18％）２位にきゅうり（10％）、えだまめ（10％）、ふき
（11％）、うめ（6％）、３位にほうれんそう（8％）、なす（8％）、レタス（8％）な
どがあげられ、首都圏を中心に各地に供給しています。

③管内市町村数
35市町村

④地域農業再生協議会数
32協議会
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２ 群馬県農業共済組合の職員の年齢層、組織図、人員等について

職員体制
　（１）年齢別職員数

人数 23 26 17 10 6 15 14 9 7 24 151

　（２）平均年齢
平均年齢 38 歳

～30歳年齢 60以上
(再雇用)～25歳 計～60歳～55歳～50歳～40歳～35歳 ～45歳 嘱託

職員
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		職員体制 ショクイン タイセイ

		　（１）年齢別職員数

		年齢 ネンレイ		～25歳 サイ		～30歳 サイ		～35歳 サイ		～40歳 サイ		～45歳 サイ		～50歳 サイ		～55歳 サイ		～60歳 サイ		60以上
(再雇用) イジョウ		嘱託
職員 ショクタク ショクイン		計 ケイ



		人数 ニンズウ		23		26		17		10		6		15		14		9		7		24		151



		　（２）平均年齢 ヘイキン ネンレイ

		平均年齢 ヘイキン ネンレイ		38		歳 サイ
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３ 農業共済組合の事業の概要、業務量について

群馬県の農業共済で実施している保険事
業は７つの事業があり、農作物共済、家畜
共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設
共済や建物共済などの大切な財産まで、広
く農業災害を補償する事業を実施していま
す。
農業経営収入保険は、農業経営全体を
対象とした保険制度です。自然災害による
収量減少だけでなく、価格低下も含めた収
入減少を補てんします。

農作物共済の業務量について、職員は他
の共済事業と兼務しており、業務量が多い
時期には、他部署からの応援や、支所を超
えたグループ単位や本所職員による業務支
援を行っています。

引受戸数
(戸)

共済金額（補償額）
(千円)

水　　稲 20,449 1,513,747 a 7,527,527

麦 794 694,774 a 2,809,692

乳牛の雌等 457 40,546 頭 7,272,701

肉用牛等 252 17,981 頭 3,780,329

一 般 馬 頭

種    豚 26 5,343 頭 235,198

肉    豚 21 39,868 頭 305,637

肉用種種雄牛 頭

りんご 124 4,913 a 436,780

な　し 36 1,886 a 170,170

大　　豆 25 11,073 a 15,563

春 蚕 繭 85 389.14 箱 26,363

初秋蚕繭 52 251.11 箱 14,579

晩秋蚕繭 83 435.01 箱 25,109

3,610 16,220 棟 15,173,562

63,533 102,071 棟 1,151,982,260

278 6,303,568

引受数量

農業経営収入保険

事業実績　（平成30年度）

建物共済

園芸施設共済

共済事業

農作物共済

家畜共済

果樹共済

畑作物共済
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		事業実績　（平成30年度） ジギョウ ジッセキ ヘイセイ ネンド

		共済事業 キョウサイ ジギョウ				引受戸数
(戸) ヒキウケ コスウ		引受数量 ヒキウケ スウリョウ				共済金額（補償額）
(千円) キョウサイ キンガク ホショウ ガク

		農作物共済 キョウサイ		水　　稲		20,449		1,513,747		a		7,527,527

				麦		794		694,774		a		2,809,692

		家畜共済 キョウサイ		乳牛の雌等		457		40,546		頭 トウ		7,272,701

				肉用牛等		252		17,981		頭 トウ		3,780,329

				一 般 馬						頭 トウ

				種    豚		26		5,343		頭 トウ		235,198

				肉    豚		21		39,868		頭 トウ		305,637

				肉用種種雄牛						頭 トウ

		果樹共済 キョウサイ		りんご		124		4,913		a		436,780

				な　し		36		1,886		a		170,170

		畑作物共済 キョウサイ		大　　豆		25		11,073		a		15,563

				春 蚕 繭		85		389.14		箱 ハコ		26,363

				初秋蚕繭		52		251.11		箱 ハコ		14,579

				晩秋蚕繭		83		435.01		箱 ハコ		25,109

		園芸施設共済 キョウサイ				3,610		16,220		棟 トウ		15,173,562

		建物共済 キョウサイ				63,533		102,071		棟 トウ		1,151,982,260

		農業経営収入保険 ノウギョウ ケイエイ シュウニュウ ホケン				278						6,303,568
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４ 農業共済における農地情報について｜農地情報の管理業務について（一体化事務処理）

• 農業共済においての農地情報の活用は、農作物共済システムに水田の筆情報をインストールし、水稲共
済の引受を実施しています。
（農作物共済システムに水田の筆情報をインストールとは、各地域農業再生協議会で入力している水田管理データを
「県内一元化一体化データ」に取りまとめた後、農業共済の農作物共済に筆データをインストールするものです。）

• 群馬県農業共済組合では昭和62年からデータ突合による一体化事務処理を導入し、平成22年から完
全一体化事務処理を行っています。
（農業者・市町村・地域農業再生協議会・農業共済の事務合理化に資するため、「経営所得安定対策等の交付金に
係る営農計画書」と「水稲共済加入申込書変更届出書」及び「水田等台帳調査票」の様式およびデータの一体化を図
るというものです。）

• 水田台帳データ（農家、耕地データ）については、地域農業再生協議会と同じデータをとりまとめて使用
し、常に最新の状態にしております。
（地域農業再生協議会とは、市町村、ＪＡ、農業共済等の各関係団体等との連携のもと、経営所得安定対策や米の
生産目安を算定や、戦略作物の生産を拡大し、地域農業の振興に資することを目的として設立されました。）
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５ 農業共済における農地情報について｜農地情報の管理業務に係るシステムについて

• 水田管理データ（地域農業再生協議会）
市町村・地域農業再生協議会と農業共済の事務合理化に資するため、 「経営所得安定対策等の交
付金に係る営農計画書」と「水稲共済加入申込書変更届出書」の様式及びデータの一体化を図る目
的で整備するものです。

• 県内一元化管理データ（県・共済組合・県農業再生協議会）
農家から提出される帳票を一体化した共通様式で行うために、県・共済組合において水田一元化台
帳の印刷を行うことと、農作物共済システムに水田の筆情報をインストールすることを目的とし、県内一元
化管理データを取りまとめています。
データを取りまとめる際にエラーチェックを行い、データの正確性を高め、大量の帳票を短期間で出力する
ためアウトソーシングの目的で整備しています。

• 一体化マスタ管理システム（共済組合）
県・共済組合が「水田管理データ」「県内一元化管理データ」で使用する農家情報を、ＮＩＣシステム
の農家情報を連携して使用するため、地域農業再生協議会の地区コードと農家番号を一元管理するた
めに開発し、システムは農業共済で管理運用しています。

• NICシステムデータ（共済組合）
共済組合が農業保険事業のシステムで使用する農家台帳の目的で整備するデータです。

• 農作物共済・水稲品質共済システムデータ（共済組合）
共済組合が農作物水稲共済の事業のために使用するシステムデータです。
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６ 農業共済（水稲）｜農地情報の管理業務の具体的な流れについて

一体化マスタ
管理システム

ＮＩＣシステム
（農家情報）

農作物共済
システムデータ

水稲品質共済
システムデータ

一体化マスタ管理システム

農作物システム

オプションシステム

水稲品質システム

オプションシステム

県内一元化
一体化データ

地域農業再生協議会
水田管理データ

地域農業再生協議会
水田管理データ

地域農業再生協議会
水田管理データ

帳票印刷
(アウトソーシング)
一体化台帳、現地確認や
確認用の帳票、現地確認
立て札・野帳等

【農地情報管理業務の具体的な流れ】
① 水田管理システムのデータに共済データを突合し、一体
化台帳を印刷し地域農業再生協議会へ送付します。
② 前年の状況を印刷した一体化台帳を農家配布します。
③ 農家が作付け状況の変更内容を手書きで修正し、一体
化台帳を提出します。
④ 農家から提出された一体化台帳を、水田管理システム
へデータ入力します。（1回目、5月頃）
⑤ 県内の水田情報を共通フォーマットで一元管理し、エラー
チェックを行います。（1回目、5月頃）
⑥県内一元化管理データから農業共済のシステムに水田の
筆情報をデータインストールします。（1回目、6月頃）
⑦ 現地確認や確認用の帳票、現地確認立て札・野帳を
出力し現地確認や変更内容の整理をします。（7月頃）
⑧ 農家から提出された一体化台帳の修正内容を、水田管
理システムへデータ入力します。（2回目、7月頃）
⑨ 県内の水田情報を共通フォーマットで一元管理し、エラー
チェックを行います。（2回目、8月頃）
⑩県内一元化管理データから農業共済のシステムに水田の
筆情報をデータインストールします。（2回目、8月頃）
⑪ 水田データ2回目をとりまとめた後に計画変更した場合は、
地域農業再生協議会または共済組合どちらで変更を受け
付けても情報を共有します。
⑫ 両システムのデータを最新に保つため、逐次突合が必要。

①

②⑦

③⑧
地域農業再生協議会
（32協議会）

④⑧

⑤⑨

⑥⑩

共済組合（NOSAIぐんま）

引受帳票、評価
野帳、確認立て札

等に活用

⑪

⑪

⑫
突合

県農業再生協議会
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７ 農業共済（水稲）｜筆単位の情報が活用される例

農地情報管理業務量の例（平成31年度）

項目 数量
担当職員数（兼務） 36人

所要時間（パンチャー） 100人日（1回目）
100人日（2回目）

作業レコード数（農家数） 16,400件
作業レコード数（筆数） 71,400筆
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７ 農業共済（水稲）｜筆単位の情報が活用される例

共済組合では水稲共済の加入の意思の確認と、申込者の押印や引受方式等の変更を処理する目
的や、証拠書類としての保存対応を行うために一体化様式の複写をＰＤＦやコピーで保存し申込書
のため５年保存の扱いとしています。

参考：1支所あたりの保存状況 参考：農家から提出された一体化様式の複写保存
項目 数量

農家数 7,183件
耕地数 22,333筆
PDFファイル数 238ファイル
PDFファイルサイズ 854 MB
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７ 農業共済（水稲）｜筆単位の情報が活用される例
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８ 現地確認等で使用する農地情報（地図情報について）

水土里ネットＧＩＳ耕地情報の地番を表示した地図を印刷し、現地で被害調査等に利用しています。
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８ 現地確認等で使用する農地情報（地図情報について）

紙媒体の農地情報を使用しマーカーで調査耕地に色を付け、現地で被害調査等に利用しています。
参考：刊広社 デジタルメーサイズ 地籍版
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８ 現地確認等で使用する農地情報（地図情報について）

一部の水稲の作付面積の大きい市町村で、現地確認用に水田一体化台帳データを、業者に地図塗分け作業を委託し
現地確認を行っています。
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９ 共済組合の現地確認、損害評価の様子と労力

1. 現地評価の様子
• 農家から被害申告があり、被害耕地に現地調査用の立札を立てます。その立札をめざして損害評価
を行い、評価員が被害調査を行います。
参考：現地評価立札 参考：現地評価の様子

• 評価員の調査が妥当であるか実測調査を行います。
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2. 現地評価の業務量の例

3. システム入力画面

９ 共済組合の現地確認、損害評価の様子と労力

項目 平成22年産実績 平成30年産実績
被害申告耕地数 39,574筆 950筆
実測調査耕地数 656筆 326筆
共済金支払件数 5,599件 188件
共済金支払額 426,188,724円 11,640,638円
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１０ 一体化によって得られるメリットについて

①農業者視点では、手書きでの提出ではあるが、交付金申請と水稲共済の加入手続きを１つの様式で行うこと
で、労力が大幅に低減されています。

②農業共済、地域農業再生協議会視点では、水田活用の直接支払交付金と水稲共済金を同時に受領すると
いったヒューマンエラーにより起こりうる誤処理を防止することが可能です。
③申請書が２つあり、それらに齟齬があった場合、どちらの情報が正しいかという問題の発生防止になります。
（ただし、年度途中での計画変更等の場合は、逐次突合が必要。）
④入力作業が１度で済むため、打ち込み労力が半分に低減可能です。

【完全一体化以前の一体化業務について】
農家から提出される帳票を一体化した共通様式で行うために、市町村、地域農業再生協議会、共済組合にお
いて水田台帳の一元化を行いました。
農家情報についてＮＩＣシステムの農家情報と一体化台帳データの突合をおこない、不一致のエラーリストを年

2回、毎回500枚くらい出力しそれぞれで情報の修正を行っていましたが完全に修正ができませんでした。
なお、文字情報でのデータ突合を行うため、外字や旧字等での不一致エラーが多く発生していました。

【完全一体化の経緯】
毎年の改修作業により後付けでシステム対応を行い運用してきましたが、これ以上の変更に耐えられない状況と
なったため仕組みの再構築を行い、共済組合のＮＩＣシステムの農家情報を必須とした仕組みに変更し完全一
体化を構築しましたが、最新データをリアルタイムにデータ変更作業を望む地域農業再生協議会が増えており現在
の課題となっています。
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１１ 現状の課題

① 地域農業再生協議会と共済組合のとりまとめ時期の違いがあるため、スケジュール調整が必要です。
各関係機関や団体で実施する事業において、取りまとめ時期が異なり、現地確認を行いデータの整備を行いとりまとめる
時期の違いに対するスケジュールや、それぞれの事業でのデータ確定後の変更に対する業務について、スケジュール調整が
必要です。

② 一元管理されたデータと共済組合で引受後のデータの逐次突合が必要です。
地域農業再生協議会の水田管理システムのデータをとりまとめた後、共済組合で筆情報の利用を開始します。その後農
家からの変更連絡があり、共済組合と地域農業再生協議会で変更連絡票や電話等で情報共有し、お互いデータ修正
していますが、担当者の失念により共有されない場合があるため、逐次データ突合する機能が必要です。

③ 紙媒体の情報管理からデジタル化されたデータ管理へ移行が望ましいです。
群馬県の水田一体化のしくみは、平成22年に構築した仕組みであり、県内すべての地域農業再生協議会が参加でき
ることを最重要課題としたため、従来の紙媒体を使用した仕掛けとなっていますので、データで管理できるように業務改善を
行いたい。

④ セキュリティを保ちながら多様なデータ通信環境について提供をお願いします。
現在の事務処理については、パソコンで行うことが必須であり、セキュリティを考慮しつつ自席のパソコンで業務が行えるよう
にする必要があります。
また、一部の市町村と地域農業再生協議会の関係で同じ職員であるが、水田管理のシステムはＬＧ－ＷＡＮや別
ネットワークで運用している場合もあり、現地でＧＰＳ端末からの接続も可能にする必要があります。

⑤ 地図のデジタル化は少ない費用で導入ができる仕様になることが望まれています。
規模の小さな地域農業再生協議会から、地図のデジタル化については興味があり理想的であるが、端末費用やネット
ワーク費用が、捻出できないと言われているため、少ない費用でも導入ができる仕様になることが望まれています。
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１１ 現状の課題

⑥ 大量データ入力作業の軽減および効率化、わかりやすい画面設計を望みます。
農家からの一体化台帳の提出後提出内容の不備の確認や、経営所得安定対策の該当となる内容を精査しデータ入
力の準備を行い、電算会社にデータベースを置きバッチ処理によるデータ入力を行っています。
入力作業を外部委託できることにより期間労働を軽減することおよびデータのエラーチェックを行いデータの正確性を高め
ることを目的としていますが、この方法では最新データが手元にないため、パソコンでリアルタイムにデータ変更作業を望む地
域農業再生協議会が増えており課題となっています。
大量データ入力作業の軽減が行えるしくみと、わかりやすいシステムの画面設計を望みます。

⑦ 各県の各地域農業再生協議会で使用している水田管理システムとの連携が可能な仕掛けが必要です。
各都道府県の選択している経営所得安定対策のメニューや、各地域農業再生協議会で必要な項目や順番についてカ
スタマイズ可能な画面や、各県の実情に合わせたエラーチェック項目の選択が可能なシステムの画面設計を望みます。
システムの切り替えについて、各地域農業再生協議会で一斉に切り替えることに不都合がある場合があり、
また、大規模法人の耕地情報を整備する際に、新たに個人耕地が法人に加わる作業を行う際に、耕地番号の並び替
えや耕地の変更作業を行うため、一旦データを外部出力し、編集後にデータを取り込むような仕掛けが必要です。
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１２ 地図のデジタル化による拡張性、将来的利用について

1) 水田台帳データ（営農計画書）については耕作者単位で業務しているが、土地所有者
で管理できる水田管理システムが望ましい。
地域農業再生協議会と水田管理のシステム導入打合せを行った際に、農業委員会の農地データや他の台帳とも
今後はデータ突合することを検討していきたいという意見があり、一体化台帳（営農計画書）は耕作者単位で業務
しているが、土地の貸し借りを管理するため、土地所有者で誰が作付け（小作）をしているという情報を管理できる
水田管理システムが望まれています。

2) 現地確認の精度を高め、水田データを一元管理し、ＧＰＳ端末の画面でリアルタイムで
更新を行うことによりデータの利便性と整備速度を高めることが期待される。
現地確認の精度を高め、水田データを一元管理し、リアルタイムで更新を行うことによりデータの利便
性と整備速度を高めることが期待されます。

3) 被害調査における被害圃場の場所の特定や、道順等の効率的な利用により作業性の向
上になります。
農家から被害申告があり、被害調査を実施する際に、共済組合では被害圃場の特定を行います。デジタル農地情
報と被害申告受付データを連携することにより、被害圃場の場所の特定や、道順等の効率的な利用が見込まれます。
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１２ 地図のデジタル化による拡張性、将来的利用について

4) ＧＰＳ端末の画面で、共済の加入情報や損害評価情報が参照できれば、圃場特定の
時間短縮や評価内容の正確性が増し、効率化が図れます。
現地のＧＰＳ端末の画面で、共済の加入情報や損害評価情報が参照できれば、圃場特定の時
間短縮や評価の正確性が図れ、効率化になります。

5) 広範囲かつ大量の被害申告が発生した場合における被害調査に、農地情報と被害申告
受付データ等を付加した紙媒体を用意することで、効率化が期待されます。
広範囲かつ大量の被害申告が発生した場合における被害調査において、ＧＰＳ端末が不足する
場合に、農地情報と被害申告受付データを突合しマップコード等を付加した紙媒体を用意することで、
土地勘がなくても市販のナビ等を利用すれば複数班に分かれ評価人員を増やすことにより短期間で
損害評価することが容易になります。

6) 農家での耕地情報の確認についてＧＰＳ端末の画面を用い圃場の場所の特定や作付
け情報の確認ができると耕地情報の精度が上がります。
農家の庭先や圃場等において、視覚的にわかりやすいＧＰＳ端末を用いて農家の耕地情報や作
付情報が確認でき、リアルタイムに更新が可能になると耕地情報の精度が上がります。
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１２ 地図のデジタル化による拡張性、将来的利用について

7) 衛星画像の前年との差を画面で見比べられると、共済引受の有資格情報の把握や広域
災害時の損害評価が正確に行えます。
衛星地図情報が定期的に更新され、前年との差を左右の画面で比較が可能になれば、共済引受の
有資格情報が正確に把握できます。
また、作付け状況の分析等の活用や、土砂災害や広域災害時の損害評価について、災害前の衛星
画像と災害後の衛星画像が比較することにより早期に支払いが行えると思われます。

8) 色分けされた地図情報により客観的に被害発生情報を把握できます。
共済組合に被害申告された情報の災害名とＧＩＳ耕地情報を連携し色分けすることにより客観的
な被害発生情報の把握と分析が行えます。
また、獣害に対する損害防止や対策等について、獣害の発生が予想される地区の農家へ情報提供
等を発信することにより、地域ぐるみで対策を行う資料等に活用できます。

ご清聴ありがとうございました。
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