損失累
計

退職者不補充による
人件費節減分を除い
て、H30には約4.7億円
の累積赤字

出典：事業量の推移は各農業共済組合及び連合会の組織体制強化計画を基に作成、業務会計の収支予測
は第２回高知県農業共済特定組合設立推進協議会資料（各農業共済組合及び連合会の資料を基に
推進協議会事務局において作成）をその後の収支実績により修正

県域１農業共済組合（特定組合）の設立に向けて
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＊業務会計
剰余累
計

水稲はH21の93.3％に、
家畜（牛）はH21の82.8％に、
園芸施設はH21の約79.5％に

高知県農業共済特定組合設立推進協議会

県域１農業共済組合（特定組合）の設立
に向けては、数多くの課題があることから、
設立推進協議会（各農業共済組合長、連合
会参事、職員協議会長、高知県協同組合指
導課長で構成）を設置して、共に状況を確
認し、目指す特定組合の形を話し合いなが
ら、課題を一つ一つ解決する努力を重ねて
います。併せて、関係者への啓発活動にも
取り組んでいます。

○高知県農業共済特定組合設立推進協議会

全ての経営資源を有効に活用しながら、経
○農業共済組合を取り巻く状況
営基盤を強化し、組合員サービスの維持・
向上を目指そうとするものです。
近年、農業者の減少と高齢化が急速に進
なお、連合会を承継した県域１農業共済
み、農業共済組合の事業量も下降の一途を
組合のことを、農業災害補償法では、「特
たどっています。今後とも、共済資源の減
定組合」と呼びます。
少が見込まれるとともに、運営のために必
要な収入の確保にも難しい状況が続くこと
○国からの指導について
が予想されています。
このままにしておくと、農業共済組合の
平成二十二年十一月には、国から農業共
経営の健全性が損なわれ、ひいては組合員
サービスにも支障をきたすこととなります。 済団体と都道府県に対して「農業共済団体
等における１県１組合化の取組の推進につ
いて」が、指導文書として通知され、より
○新たな組織再編構想の策定
一層合理的で効率的な制度運営や農家の負
担軽減などを果たすために、１県１組合化
への移行を基本方針として推進することが
示されました。
これにより、全国の農業共済団体に、１
県１組合化に向けての取り組みが求められ
ることとなりました。

こうした状況の中で、農業共済組合が将
来にわたっても農業共済制度を維持・向上
させるために、組織再編計画検討会議（安
芸地区、香美郡、土佐、中央、四万十の各
農業共済組合長、連合会参事、参事会長、
職員協議会長、農協中央会組織整備部長、
県の関係課長で構成）において、平成二十
二年六月に県域１農業共済組合（特定組
合）構想を策定し、併せて、現在の６事業
所体制で運営することを決定しました。
○県域１農業共済組合（特定組合）構想
県域１農業共済組合（特定組合）構想と
は、県内にある５農業共済組合が合併をし
て１組合となり、連合会を承継することに
よって、県域の人材や資金などの

収支予測（人件費以外の現在の支出を維持すると）
事業量の推移（各年度の実績または引受見込）

総代会

監事会

損害評価会

農業共済組合は

組合員

これからも

高知県農業共済組合（仮称）

高知県の農業を

支え続けます

○県域１農業共済組合（特定組合）の組織図

総 会

理事会

本

所

中央家畜診療所

安芸支所

支所運営
協議会

香美支所

支所運営
協議会

土佐支所

支所運営
協議会

中央支所

支所運営
協議会

高幡支所

支所運営
協議会

幡多支所

支所運営
協議会

高幡家畜診療所

※各支所の名称は仮称

NOSAI部長（共済連絡員）・損害評価員・女性部員 等

※通常は総会に代わる総代会により運営を行っていますが、農業災害補償法上、
総会は必置機関となっています。
※支所運営協議会は、「総代・NOSAI部長・損害評価員・その他必要なメンバー」を
構成員として、地域の声を事業運営に反映するために各支所に設置するものです。
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■どうして今、県域１組合化が
進められているのか

農業共済の事業量が減り、収入
の確保が難しいとお伝えしたとこ
ろですが、もう少し詳しく見てみ
ましょう。十年前の収入と今の収
入を比べると、５組合と連合会を
合わせて１億円も少なくなってい
ます。
水稲の作付面積が昭和六十三年
頃から全国的に減り始め、高知で
は園芸施設も平成七年頃から減り
続けています。５組合は、組合員
の協力の下、園芸施設共済の加入
推進などに努めて事業規模を確保
し、これに対抗してきましたが、
国の財政悪化で補助金も十年で１
億円以上削減され、組合の財政は
厳しくなりました。
使える予算も１億円減った訳で
すが、そう簡単に切り替えは効き
ません。人件費は十年前と同程度。
一方、業務費や普及推進費など直
接組合員サービスに必要な予算が
押しつぶされるようになりました。
これは連合会と５組合に共通した
傾向となっています。

現在、５組合の財政状態は様々
です。共済資源が減るスピード、
国補助金の大小などの違い、また
職員の年齢層による給与の必要額
の差などがあったため、毎年の使
える予算や、将来に備える蓄えに
も組合間に格差が見られるように
なりました。
今後も農業者の減少・高齢化は
続き、国の財政が好転することは
望めません。このような状態が続
くと、やがては組合員の負担する
賦課金を大幅に引き上げたり、職
員を少人数しか雇えないために損
害評価になかなか来られない、間
に合わないといったことが、財政
状況の厳しい組合から順に起きる
と予測されますので、これを防が
なくてはなりません。
組合が組合員へのサービスを落
とさずに単独ではやっては行けな
いこと、これはもうはっきりと見
えています。財政状況がまだそれ
程悪くない組合も、蓄えを使い果
たした後は同じ道をたどります。
これまでのような幾つかの組合
の合併では、できることに限界が
あり解決策として不十分です。１
組合化の方針が決定されたのは、
それが残された唯一の解決策であ
るからに他なりません。
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普及推進費
業務費
事務費
人件費

◇組合と連合会の合計（H13を100とする）

※業務費：理事・総代の旅費・日当、NOSAI部長（共済連絡員）の報酬、会議費、講習会費等
※普及推進費：事業奨励費、組合広報紙など広報費等

■ＮＯＳＡＩの心

農協は農家が出資して、農家の所
得などを向上させる為に働く組織で
すから、組合により営農面でのサー
ビスは違っています。
農業共済は、国が農家の為に行う
国策ですが、農家が作った組合が地
域で国の仕事を担当しているのは、
農家同士の相互扶助の伝統・心を活
かすためです。地域の農家が助け合
うことが一つ目のＮＯＳＡＩの心。
組合の地域で、県域で、日本中で
組合員に同じ補償をできることが農
業共済では何より大切です。この国
の仕事を担っていることの誇り・責
任感が二つ目のＮＯＳＡＩの心。
１組合化へは互いの資産の違いな
どの課題がありますが、二つ目の心
があれば必ず越えられるハードルで
す。
自分の組合だけでなく、他の組合
のことも心配し、蓄えの少ない組合
で組合員へのサービス低下が深刻に
なる前に、新しい特定組合で１組合
なればこそできる有効な対策を実行
したいと考えています。
県域の全ての組合員の皆様、二つ
の心で応援下さいますようお願い致
します。
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業務会計
５組合の
業務会計
５組合の
事業会計
連合会の
業務会計

事業会計

事業会計

連合会の
事業会計
特定組合
事業会計

■組合同士の助け合いのこと
組合一つ一つの規模が小さいと
大きな災害の時には支払う共済金
が不足してしまいます。昭和二十
三年に百七十八の組合がそれぞれ
事業会計の大部分を組合から切り
離して一つにまとめました。この
一まとめの事業会計を管理し、災
害時に保険の形で組合に支払う為
の助け合いの組織として連合会を
設立したのです。
連合会は県内組合の共済事業の
均質化や取りまとめを行いますが、
本質は組合同士の助け合いを実行
することにありました。１組合化
で連合会は役割を勤め終え、資産
や人材は特定組合に引き継がれま
す。
百七十八の組合が合併を重ねて
現在の５組合に至り、一つになる
節目に、共済制度創設以来、組合
同士が支え合ってきたことを振り
返って頂ければと思います。
これまでの組合同士の助け合い
は形を変え、実現した１組合（特
定組合）の中で、皆が共に力を発
揮することに受け継がれて行くこ
とと思います。
※ 事業会計とは、共済掛金など
を蓄え、共済金支払いに備えるた
めの会計です。
事業会計

事業会計
事業会計

特
定
組
合
業
務
会
計

多数の組合
５組合
連合会
特定組合

昭和２３年
現在
特定組合

事業会計

事業会計

これまで の取り組み の 経過
○平成二十 年度
連合会と各組合の管理職員、若手職員
を対象として、農林水産行政担当者等を
講師に招き、農業共済組合を取り巻く課
題について六回の勉強会を開催。
○平成二十一年度
組織再編計画検討会議を発足させ、農
業共済団体の将来構想について検討協議
を行うとともに、その内容について、各
組合の理事会等で意見交換を実施。
検討会議委員による先進県の視察。
○平成二十二年度
六月の第五回検討会議において、県域
１農業共済組合（特定組合）構想を策定
し、併せて、６事業所体制の堅持を決定。
全市町村の農業担当部署に報告し、理
解と協力 を依頼。
設立推進協議会を設置し、構想実現に
あたっての個別課題の解決方策について
検討協議を行うとともに、その内容につ
いて、各組 合 の理事 会 等におい て意見交
換を実施。
国から全国の農業共済団体と都道府県
に対して、１県１組合化に向けた指導。
説明用パ ンフレッ トによる各組 合総代
会での経過報告。
○平成二十 三 年度
各組合総代会での経過報告。
設立推進協議会として、個別課題の解
決方策に つ いて検討 協 議を行うと と もに、
各組合理事会等において意見交換を実施。

推進協議会での主な課題の検討状況
○総代の定数
組合員三百名に一名の総代とします。
○理事・監事の構成
理事数は 再協議中。監事は県内 で三名。
○職員定数
退職不補充等により平成三十年度には七十
名となります。
○支所運営協議会の設置
意見集約のための支所運営協議会を設置。
○ＮＯＳＡＩ部長
定数はそのまま。報酬、日当等は協議中。
○退職給与引当金
継続審議中。
○各種引当金（退職給与を除く。）の引き継
ぎ
継続審議中。
○支所会計
支所には小払資金での支払を残します。
○損害評価体制
損害評価員の定数はそのまま。損害評価会
は県域となります。
○損害防止事業
財政状況を見ながら事業を強化していきま
す。
○設立の 時期
新組合設立の時期について協議中。

主な問答

○合併の 方式は？
各組合が対等な立場で合併することから、
県域を区域とする一つの組合を新設します。

○連合会は ？
連合会は、新組合が設立された一ヶ月後
に、連合会としての業務を終えて解散しま
す。連合会の資産などの権利義務は、新組
合に承継されます。

○合併前の各組合の権利と義務は？
合併により解散する各組合の資産などの
権利と義務は、法の規定に基づき新組合に
引き継がれます。

○各組合と 連合会の 職 員は？
各組合 の 職員は新組 合 設立時に 、連合会
の職員は新組合設立の一ヶ月後に、新組合
の 職 員 と な り ま す 。 あら た め て 本 所 や 支 所
に配属され県域全ての組合員のために汗を
流すこと となります。

○組合員サービスは？
農家と組合員とのつながりを最も大切な
ものと考え、現在の六つの事業所（安芸、
香美、土佐、中央、高幡、幡多）を新組合
においても支所とし て 存続させ 、組合員
サ ー ビ ス の 維 持 ・ 向 上 に 取 り 組 み ます 。 一
つの組合として支所間の応援態勢を整備し、
災害時の 迅速な対応 を 可能とするとともに 、
職員の専門性を高めることで組合員ひとり
ひとりの期待に応えていきます。
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県域１農業共済組合（特定組合）の概要
現在の組合と連合会のすがた（平成２３年３月３１日現在）
組合員数
(人)

役員数
（人）

職員数
（人）

面積
（km²）

事業規模
点数（点）

共済金額
（百万円）

資産額
(百万円)

安芸地区農業共済組合

3,566

12

9

1,129

44,855

44,992

645

香美郡農業共済組合

6,317

10

10

665

55,544

102,851

610

土佐農業共済組合

8,258

17

16

1,071

72,994

110,578

1,193

中央農業共済組合

7,403

18

11

1,272

44,215

76,490

884

13,424

25

27

2,968

124,828

186,735

1,999

－

－

32

－

－

－

7,187

四万十農業共済組合
高知県農業共済組合連合会

※事業規模点数とは、水稲１０ａ当たり１．０点、牛１頭当たり４．０点、園芸施設１棟当たり７．６点、
果樹１０ａ当たり８．５点、建物１棟当たり１．０点、農機具１台当たり１．０点など、組合の事業規模を
表すための指標。

新しい組合のすがた
（平成22年度実績）

組合員 38,968人

事業規模点数 342,436点 総共済金額 5,216億円
農作物共済

資産額 125億円

10,594ha

畑作物共済（茶）

家畜共済

1,625a

7,087a
園芸施設共済

14,256棟

34,056頭

畑作物共済（蚕繭）

建物共済

6.59箱

農機具共済

58,831棟

平成２３年１２月
高知県農業共済特定組合設立推進協議会
事 務 局：
高知県農業共済組合連合会
住 所
高知市升形１０－５
電 話
０８８－８２２－４３４６
ＦＡＸ
０８８－８２２－４３４９
E‐Mail

果樹共済

3,639台

高知県農業振興部協同組合指導課
高知市丸ノ内１丁目７番５２号
０８８－８２１－４８０３
０８８－８２１－４７０３

kikaku@nosai‐kochi.or.jp

162301@ken.pref.kochi.lg.jp
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