
平成29年度 
      水稲損害評価講習会 

愛知県農業共済組合 西三河支所 



第１章 

農作物共済の引受 

１ 



★当然加入と任意加入 

・水稲作付面積の合計が10ａ未満の場合 

原則として加入不可 

・水稲作付面積の合計が10ａ以上25ａ未満の場合 

任意加入（加入の有無の選択が可能） 

・水稲作付面積の合計が25ａ以上の場合 

当然加入（加入しなければならない） 
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★共済責任期間 

共済金の支払い責任の生ずることとなる期間 

始期・・・本田移植期（田植えの時期） 

直播の場合は発芽期 

終期・・・収穫まで 

この場合の収穫とは、収穫の適期に刈り取
り、ほ場より搬出されるまでの時期 
ほ場での乾燥については、通常の乾燥期間
であれば責任期間内とみなす 

責任期間外の事故は補償の対象外となります！ 
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★引受方式と補償割合 

・ 一筆方式（７割、６割、５割） 

耕地一筆ごとに引受、損害評価を行う方式 

・ 半相殺方式、全相殺方式、品質方式 

西三河支所管内では現在、すべての加入者がこの
方式での加入をしています。 

その他の加入方式として 
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★愛知県内の引受実績（H28年産) 

西三河 

30% 

尾張 

24% 

東三河 

20% 

海部津島 

16% 

半田 

10% 

引受戸数 

地区 引受戸数 

西三河 １０，３３３ 

尾張 ８，３６８ 

東三河 ６，７８１ 

海部津島 ５，４０５ 

半田 ３，２７０ 

愛知県計 ３４，１５７ 
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西三河 

39% 

尾張 

18% 

東三河 

15% 

海部津島 

19% 

半田 

9% 

引受面積 

★愛知県内の引受実績（H28年産) 

地区 引受面積（ａ） 

西三河 ８９２，５１７．８ 

尾張 ４１０，４７６．８ 

東三河 ３４３，５２３．９ 

海部津島 ４２０，５１０．１ 

半田 ２００，７２９．８ 

愛知県計 ２，２６７，７５８．１ 
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★愛知県内の評価実績（H28年産) 

地区名 被害申告筆数 評価面積(ａ) 共済減収量(kg) 支払共済金(円) 

西三河 368 3,942.5 29,854 5,051,234 

東三河 164 1,384.4 11,365 1,628,752 

海部津島 121 1,237.9 5,964 979,090 

尾張 248 1,193.6 11,918 1,623,570 

半田 26 218.3 2,158 384,124 

総計 927 7,976.7 61,259 9,666,770 
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第２章 

損害評価 

８ 



★損害評価とは 

１．共済金支払いの算定基礎となるため、評価にあたっ
ては確実かつ、適正公平に行うよう努めてください。 

２．損害評価は検見で行います。農家から提出された被
害耕地について、１０ａあたりの収量（悉皆調査単収）を
調査してください。 

３．過大評価はしないでください。 
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農 家 

★被害申告から評価まで 
NOSAI 

損害評価員 

１０ 

① 被害申告 

④ 
評価終了の 
連絡 

③ 
野帳・報告書
の提出 

② 損害評価同行依頼 
及び損害評価 



★損害評価方法 

・検見による悉皆調査 

肉眼により被害耕地の収穫量を推定する調査方法。 
一筆毎に10アールあたりの収量を見積もる。 
一方向から見ることを避け、総合的に判断し見積もる
ことが重要となります。 

また、共済事故以外の原因による被害と認められる場
合は「水稲共済分割評価基準」を適用し、分割評価を
行います。（「農作物共済損害評価講習資料」 ９ページ参照） 
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★損害評価時の持ち物 

① 筆記用具（共済からも持っていきます） 

② 印鑑（野帳、報告書記入の際に必要） 

③ 長靴 
（田んぼに入る場合もありますので、持っている場合は
お願いします） 

④ 汚れてもいい服装 
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様式例第２１号　損害通知書（定期報告）

NO 　　　　　損害評価野帳　［ 一筆方式　（一般） ］ 通し番号

類区分 大地区名 小地区名 評価月日

○○市 ○○○（○○） 8月25日

*　共済　太郎

 耕地番号  悉皆調査単収 300　　ｋｇ 災害発生月日 *　共済　太郎

 分筆番号  事故除外方式悉皆調査単収 kg *　８月１日 *　○○市○○町△×番

 引受面積  判定 *

 種類別  病虫害による単当減収量 kg * * 0001

 品種名  肥培管理 良 　、　 中 　、　 不良 災害発生月日 * 001

 評価地区  分割割合 %   ８月１日 * 13.2 a

 階層名  分割事由 *　水稲

* コシヒカリ

取扱注意

　品種名

通し番号

　被害表示の立札

農家が記入して被害耕地に立ててください。

　地区名 *　○○○（○○）

　耕作者氏名

風水害
　分筆番号

　引受面積

(1)被害農家は*欄に記入して切取線から切り取って損害通知書（損害評価野帳）は共済連絡員にすぐ届けてください。

　　被害表示の立札は、評価等実に被害耕地によく見えるように立ててください。

(2)「災害の種類」は、冠水、流失、冷害、干害等と具体的に書いてください。

(3)この損害通知書（損害評価野帳）を出された耕地は、農業共済組合（市町村）又は農業共済組合連合会が坪刈を実施することがありますから了

承ください。

　種類別

13.2 a *

水稲 *

コシヒカリ 災害の種類

　耕地の
　地名地番

　耕地番号

0001 災害の種類

*

組合員等コード 　組合員等氏名 　耕作者氏名

001 * 風水害

共済目的 評価者名

水稲１回作 愛知　太郎     印

耕地の地名地番 *　○○市○○町△×番

12345678

刈取予定日：８月２９日
切
取
線

② 
災害の種類と災害発生年
月日を記入してください。 

こちら側は、農家が切り離して被
害耕地に立てます。 

③ 
現地を調査した月日を記入し、代
表の損害評価員の氏名の記入又
は押印をしてください。 

① 
現地を調査し、10a当たりど
れくらいの収量か「悉皆調
査単収」欄に記入します。 

 

 

★野帳の記入 
１３ 



取りまとめ 収穫予定月日 受付〆切月日 取りまとめ 収穫予定月日 受付〆切月日 

１回目    ～ 8/19 8/10 ６回目 9/17 ～ 9/23 9/9 

２回目 8/20 ～ 8/26 8/12 ７回目 9/24 ～ 9/30 9/16 

３回目 8/27 ～ 9/2 8/19 ８回目 10/1 ～ 10/7 9/23 

４回目 9/3 ～ 9/9  8/26 ９回目 10/8 ～ 10/14 9/30 

５回目  9/10 ～ 9/16 9/2 10回目 10/15 ～ 10/7 

下記の日程を目安として申告期限を設けております。 
必ず落水時期頃（収穫の７～１０日前）までに申告していただく
よう農家へは依頼しております。 

★被害申告時期 
１４ 



★悉皆調査後の流れ① 

◎抜取調査 

検見による悉皆調査で生じる多少の誤差を修正する
ために実測の方法により、抜取調査を行います。 

◎単当修正量 

悉皆調査でつけた単収と抜取調査の実測単収の平
均の差から、単当修正量を算出します。 
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★悉皆調査後の流れ② 

◎共済金算定 

単当修正量を損害評価会に諮り、決定された単当
修正量と悉皆調査単収をもとに共済減収量を算出
し、共済金を決定します。 

１１月 

中旬 損害評価会にて被害内容・共済金の決定 

下旬 農林水産省へ共済金を報告（異常災害の場合） 

１２月 

上旬 
農林水産省より共済金の認定（異常災害の場合） 
共済金支払い通知（または不払い通知）の発送 

中旬 共済金の振込 

・共済金支払までの主なスケジュール 

１６ 



第３章 

管内被害事例 

１７ 



★対象となる主な共済事故 

① 風水害 

暴風、強風、潮風等による風害、冠水、浸水、流失、埋
没、浸潮等による水害（豪雨、長雨等によって鉱山の有
毒物が河川に流入したことによる鉱毒の害を含む。）及び
風害と水害が同時又は相前後して発生した場合の災害 

※注意 
 倒伏は共済事故ではないため、野帳へは倒伏の原因と
なった災害名（風水害等）をご記入ください。 

１８ 



H27.9.2 豊田市花沢町にて 

風水害 

１９ 



H25.9.19 岡崎市下衣文町にて 

風水害 

２０ 



H27.9.14 岡崎市井沢町にて 

風水害・獣害 

２１ 



H27.9.14 岡崎市井沢町にて 

風水害・獣害 

２２ 



★対象となる主な共済事故 

② 雨害湿潤害 

長雨その他雨そのものによる災害及び濃霧その他大気
の湿潤による災害（穂発芽、腐敗等がこれに該当する。） 

※注意 
 台風による風水害に起因する穂発芽の場合は、災害名
は風水害となるので注意。 
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★対象となる主な共済事故 

③ 干害 

干ばつによる災害（干ばつによる塩害、河川水の流量減
少のため生じた海水の逆流による塩害及び干ばつのため
用水の統制を行った結果一部に発生した干害現象を含
む。） 
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H28.9.28 岡崎市美合町にて 

干害 

２５ 



H28.9.28 岡崎市美合町にて（近景） 

干害 
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★対象となる主な共済事故 

④ 病害 

いもち病、もみ枯細菌病、白葉枯病、紋枯病、縞葉枯病 
萎縮病、ごま葉枯病、黄化萎縮病、葉しよう褐変病、小
粒菌核病 等による減収 

※注意 
 病害・虫害が単独で発生した場合で、適切な防除を
行った場合は最高被害限度が適用される。 
（「農作物共済損害評価講習資料」 ７ページ参照） 
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H28.9.28 豊田市須渕町にて 

ごま葉枯病 

２８ 



H28.9.28 豊田市須渕町にて 

ごま葉枯病 

２９ 



H27.9.18 豊田市黒坂町にて 

いもち病 
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★対象となる主な共済事故 

⑤ 獣害・鳥害・虫害 

 ・獣害…イノシシ、シカ、サル、ヌートリア 等 
 ・鳥害…カラス、スズメ、カモ 等 
 ・虫害…ウンカ、カメムシ、ジャンボタニシ 等による減収 
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H28.8.29 豊田市石楠町にて 

イノシシ 

３２ 



H28.10.7 豊田市小手沢町にて 

イノシシ 

３３ 



H27.8.25 岡崎市桑谷町にて 

イノシシ 

３４ 



H27.8.25 岡崎市桑谷町にて 

イノシシ 

３５ 



H26.6.20 豊田市小松野町にて 

シカ 

３６ 



H26.6.20 豊田市小松野町にて 

シカ 

３７ 



H28.6.2 岡崎市舞木町にて 

カモ 

３８ 



カラス ３９ 



H28.6.13 刈谷市半城土町にて 

カラス 

４０ 



H28.6.13 刈谷市半城土町にて 

カラス 

４１ 



カラス ４２ 



ジャンボタニシ ４３ 



H28.7.12 安城市城ケ入町にて 

ジャンボタニシ 

４４ 



H28.7.12 安城市城ケ入町にて 

ジャンボタニシ 

４５ 



H28.5.27 西尾市一色町にて 

ジャンボタニシ 
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★対象となる主な共済事故 

⑥ 地すべりの害 

⑦ 火災 

※注意 
 火災による被害の場合、火災の原因を作った人物が判
明している場合は、対象外となります。 
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H28.9.23 豊田市松平町にて 

地すべりの害 

４８ 



H28.9.23 豊田市松平町にて 

地すべりの害 

４９ 



H27.6.1 豊田市平井町にて 

火災 

５０ 



H27.6.1 豊田市平井町にて 

火災 
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★共済事故対象外の例 

・自己の管理不足 

・除草剤等の流入による薬害 

・車両等のほ場への飛び込み 

しかし 
高温障害等による登熟不良などで「著しい品質低
下」が広範囲に発生した場合は、特例的に共済対象
被害として認定される場合があります。 

・光害（街灯などによる生育不良）  等 
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① 農作物損害評価講習資料 
 
損害評価についての詳細な方法や
留意点等が記載されている冊子。
６ページ目以降には参考として、検
見の際の注意事項や災害の見分け
方、分割評価基準や実測調査の方
法が載っているので、ご自宅に帰っ
てからご一読いただければと思いま
す。 
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② 水稲・麦・大豆の主な病虫害など 
   （カラーパンフレット） 
 
水稲・麦・大豆に発生する主な病害や
虫害などの写真がカラー写真と解説
付きで記載されている冊子。 
評価時の病害や虫害の識別に役立ち
ますので、ご自宅に帰ってからご一読
いただければと思います。 
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③ 目揃ほ場（標準田）地図 
 
収量推定をする際の目安となるほ
場の地図となります。おおよその収
量が記載してありますので、検見に
不安のある方は事前にお近くのほ
場まで足を運んでいただければと
思います。 
なお、強制ではございませんので、
必ずほ場へ行っていただく必要は
御座いません。 
また、ほ場近くの駐停車には十分
ご注意していただき、ほ場内への
立ち入り等農家の迷惑になること
はご遠慮いただければと思いま
す。 
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④ アンケート用紙 
 
今後の講習会をよりよくしていくた
めのアンケートとなります。 
休憩中もしくは講習会終了後にロ
ビーに設置の回収箱へお願いしま
す。 
今後の講習会のためにぜひご協
力お願いします。 

５６ 


