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１．各制度の農地管理の現状について
③ 農業共済
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１－③－１ 農業共済｜制度の概要

農業保険法（昭和22年制定）に基づき、農業者の経営安定を図る
ため、自然災害等による収穫量の減少等の損失を補てんする

制度の目的

共済事業

共済事業 対象品目等
加入率

（30年産(度)）

農作物共済 水稲、陸稲、麦 水 稲：92%
麦 ：98%

家畜共済 牛、馬、豚 乳用牛：92%
肉用牛：86%

果樹共済
うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ、
りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、
すもも、キウイフルーツ、パインアップル

収 穫：23%

畑作物共済 ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、茶
そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップ、蚕繭 72%

園芸施設共済 園芸施設（附帯施設、施設内農作物を含む） 53%

事業運営体制

国の補助

• 農業者が支払う共済掛金の一定割合（原則50％）を国が負担
（農業者の実質掛金負担は平均2.2％)

• 農業共済団体の事務に係る費用の一部を国が負担

政府（食料安定供給特別会計）

農業共済組合連合会（11）

農業共済組合（36）農業共済組合（40）
農業共済事業を行う市町村（33）

農業者 農業者

再保険料 再保険金

保険料 保険金

保険料 保険金

共済掛金 共済金 共済掛金 共済金

被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補てんしており、農
業者があらかじめ掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が
発生した場合にはその共同準備財産から共済金を支払う

制度の仕組み

【農作物共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済】
風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因（地震、噴火
を含む。）による災害、火災、病虫害、鳥獣害 等

【家畜共済】
家畜の死亡、廃用、疾病、傷害

対象事故

共済金支払状況

注１ 家畜共済には、死亡廃用共済（家畜の資産価値を補てん）と疾病傷害共済（家畜の診療費を補てん）がある。
２ 果樹共済には、収穫共済（果実の収穫量の減少等を補てん）と樹体共済（樹体の損傷等を補てん）がある。
３ 指定かんきつとは、はっさく､ぽんかん､ネーブルオレンジ､ぶんたん､たんかん､さんぼうかん、清見､ 日向夏､
セミノール､不知火､河内晩柑、ゆず、はるみ、レモン、せとか、愛媛果試第２８号及び甘平をいう。
４ 以上のほか、任意共済を実施（建物、農機具が対象。ただし、掛金の国庫負担はなし）
５ 加入率は、作物は面積ベース、家畜・園芸施設は戸数ベースで算出。

令和元年９月現在

（2019.9）



１－③－２ 農業共済｜水稲共済の概要

補償期間
移植期（直播の場合は発芽期）から収穫期

主な補償内容

主なメニュー
以下のメニューから、農業者が選択できます

全相殺方式 農業者ごとに、収穫量が平年収量の９割を下回った場合に共済金を支払います

半相殺方式 農業者ごとに、収穫量が平年収量の８割を下回った場合に共済金を支払います

地域インデックス方式
（2019年産から）

農業者ごとに、補償対象となる事故が発生した場合であって、統計データによる収穫量が平年
収量の９割を下回った場合に共済金を支払います

品質方式 農業者ごとに、収穫量が減少した場合であって、生産金額が平年の生産金額の９割を下回った
場合に共済金を支払います

一筆方式
（2021年産までで廃止） ほ場ごとに、収穫量が平年収量の７割を下回った場合に共済金を支払います

30年産水稲加入状況
(単位；千戸、ha,％）一筆方式 全相殺方式 半相殺方式 品質方式 合計

引受戸数 1,129 24 69 8 1,230

引受面積 1,135,070 129,936 124,618 40,517 1,430,141 

面積シェア 79.4 9.1 8.7 2.8 100
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１－③－３ 農業共済（水稲）｜業務フロー

共済掛金の徴収
※口座振替

農業者からの被害申告

農業者への共済金支払い

損害評価（現地確認）

加入申込書の受理・審査

加入申込書の配布・回収



18

１－③－４ 農業共済（水稲）｜加入申込書の配布・回収及び受理・審査
（様式を一体化している場合）

再生協議会 農業者
JA職員

各地区役員等

②回収②回収

①配布 ①配布

③データ入力

再生協議会DB 共済組合DB

④データ提供

【耕地情報入力画面】 【耕地情報入力作業風景】

・ 加入申込書については、様式を経営所得安定対策の営農計画書等と複写式としているもの（様式を一体化して
いるもの）が全体の３／４を、一体化していないものが全体の１／４を占める。

・ 様式を一体化している場合、地域農業再生協議会が、JA職員や各地区役員等を通じて加入申込書等を農業者
へ配布し、回収しているケースが８割を占める。

・ 回収した加入申込書等の農地の地名地番、農地面積、引受面積、品種等の情報を、地域農業再生協議会の市
町村、JAがデータ入力し、共済組合にデータを提供している（共済組合がデータを入力し、地域再生協議会へ
データ提供している場合もある。）。
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１－③－５ 農業共済（水稲）加入申込書について

前年の引受情報については、印字して配布。変更のあった部分のみ、農業者が修正。
しかしながら、筆数が多い場合は、農業者の確認、修正に係る手間は大きい。
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１－③－６ 農業共済（水稲）｜加入申込書の配布・回収及び受理・審査
（様式を一体化していない場合）

共済組合

(参考)共済連絡員：全国128,294人

・ 様式を一体化していない場合は、共済組合が、加入申込書を各地区の共済連絡員（地区代表の農業者で、全国
に約13万人）を通じ、各農業者へ配布し、回収する。

・ 共済組合は、回収した加入申込書の農地の地名地番、農地面積、引受面積、品種等の情報をデータ入力し、地
域農業再生協議会のデータと突合※する。
（※ 転作確認の一環として、従来から突合している。）

農業者共済連絡員

②回収②回収

①配布 ①配布

③データ入力

共済組合DB 再生協議会DB④データを突合

(参考)共済組合職員数：全国6,972人
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１－③－７ 農業共済（水稲）｜農業者からの被害申告について

・農業者は、共済金の支払対象となるような被害（例：一筆方式の場合は収穫量が平年の７割を下回るような被害）
を受けた場合、収穫期に共済組合に対して被害申告（損害評価野帳の提出）を行う。

【損害評価野帳の記載例】

農業者

被害申告
（損害評価野帳の提出）

共済組合

【被害申告の流れ】

損害評価（現地確認）の準備
・評価地区の設定
・評価班の編制
・地図の準備
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１－③－８ 農業共済（水稲）｜損害評価業務（現地確認）について

・ 収穫期に、農業共済組合職員及び農業者である損害評価員が現地確認を実施。30年産では被害農業者４万
人分の現地確認を実施。農作物共済の損害評価員は12万人。

・ 評価担当者は、現地確認を行い、損害評価結果を損害評価野帳に記入。その後、組合職員が農業共済事務処
理システムに入力。

【損害評価の現地確認の様子】 【被害農地の立札】
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１－③－９ 農業共済（水稲）｜筆単位の情報が活用される例

引受業務（加入申込書の受理・審査） 損害評価業務（現地確認）

・ 共済金額や共済掛金を算定するため、全ての引
受方式（一筆方式、半相殺方式、全相殺方式、地
域インデックス方式及び品質方式）において、加
入申込書に基づき、以下の農地情報を取得し活
用。

・ ①～⑤については、農業者からの申告であるが、
⑥については、共済組合が農地ごとに決定し管理。

① 農地の地名地番
② 農地面積 (本地面積）
③ 引受面積 （作付面積）
④ 品種
⑤ 栽培上の特殊事情（有機栽培など）
⑥ 収量等級 等

→ 加入者（平成30年産：123万人、１千万筆）に関
する上記情報を共済組合において取得し管理。

・ 被害状況の確認のため、損害評価野帳に基づき、以下
の農地情報を取得し活用。

【一筆方式、半相殺方式】
農地ごとの収穫量を把握するため、当該農地の単収を調査。
① 農地の地名地番
② 引受面積
③ 災害の発生月日
④ 災害の種類
⑤ 評価月日
⑥ 評価単収 等

【全相殺方式、地域インデックス方式及び品質方式】
出荷データ等に基づき収穫量を把握するため、災害の発
生状況のみ調査。
① 農地の地名地番
② 引受面積
③ 災害の発生月日
④ 災害の種類
⑤ 評価月日 等

→ 共済金を受け取る者（平成30年産:４万人）に関
する上記情報を共済組合において保有。
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