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○加入資格 

《加入に当たっては》 

・生後６ヶ月以降のすべての繁殖豚が加入することになります。（包括加入） 

・引受時点、事故確認事等、必要が生じた場合に豚舎へ立ち入らせていただきます。 

・異動（繁殖豚の導入、売却、生後６ヶ月の加入資格月齢に達し、繁殖豚として飼養す

る）があったときは当組合に連絡してください。（異動通知の義務） 

○補償の範囲 

（１）農家単位引受方式 （掛金率 2.231％） 

（２）農家単位引受 事故除外方式 

・１号 特定の原因による死廃事故及び病傷事故のみを補償 （掛金率 0.712％） 

・２号 特定の原因による死廃事故のみを補償 （掛金率 0.074％） 

・４号 死亡事故と行方不明による廃用事故のみを補償 （掛金率 1.887％） 

・５号 死廃事故のみを補償 （掛金率 2.000％） 

事故除外方式１号、２号の「特定の原因による死廃事故」についてはＰ５をご覧くだ

さい。 

○１頭当たりの評価額 

（１）雌豚  （２）雄豚 

年齢 評価額 年齢 評価額 

１～４歳 ７１千円 １～５歳 １７７千円 

５～７歳 ５３千円 ６～９歳 １１２千円 

８歳～ ３６千円 １０歳～ ４７千円 

○補償の割合（付保割合） 

飼養する繁殖豚の評価額の合計（共済価額）の２～８割の範囲で設定することができ

ます。評価額の合計に補償の割合を乗じた額（共済金額）が、事故が発生した際の補償

額の合計となります。 

  

種 豚 共 済 

生後６ヶ月以降の繁殖豚が加入できます 

死亡・廃用した際・病気になった際に補償され、補償される事故を
選択することもできます 

年齢と性別により評価額が異なります 
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○加入資格 

 畜舎への立ち入り調査により、頭数や畜舎の構造及び敷地面積など必要な事項が把

握できること 

 過去３年間において、母豚の繁殖成績や出生した豚の離乳日までの死亡率を記録し

ており、これからもそれらを記録することが確実に行えること 

 過去３年間において、自家生産豚が出荷の概ね全頭を占め、これからも確実なこと 

 過去３年間において、出荷資料の提供を得られる卸売市場等に出荷しており、これ

からも出荷することが確実なこと 

《加入にあたっては》 

・出生後２０日以降の肉豚、すべてが加入することになります。出生後２０日までに離

乳していない子豚については離乳した日からの加入となります。（特定包括加入） 

・毎月１回、肉豚共済管理簿を集計した異動通知書を提出してください。 

○補償の範囲 

（１）農家単位引受方式 （掛金率 13.223％） 

（２）農家単位引受 事故除外方式 

・６号 特定の原因による死亡事故のみを補償 （掛金率 0.064％） 

事故除外方式１号、２号の「特定の原因による死廃事故」についてはＰ５をご覧くだ

さい。 

○１頭当たりの評価額 

肉豚（出生後２０日以降又は離乳時） 

平成３０年度 １８千円 

○補償の割合（付保割合） 

飼養する肉豚の評価額の合計（共済価額）の５～８割の範囲で設定することができます。

評価額の合計に補償の割合を乗じた額（共済金額）が、事故が発生した際の補償額の合

計となります。  

肉 豚 共 済 

出生後２０日以降の肉豚が加入できます 

加入した肉豚が死亡した際のみ補償され、補償される事故を選
択することもできます 

評価額は一律で、年度ごとに改定しています 
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○危険段階別共済掛金率 

共済金の支払が多い農業者も少ない農業者も、同じ掛金率であると公平性が確保され

ないため、個人ごとの共済事故の発生状況に応じて平成３０年度より危険段階別共済掛

金率を設定しています。 

○特定の原因による事故の範囲とは 

下記の①～③にあたる死亡・廃用事故が特定の原因による事故となります。選択した

事故除外方式によっては下記の原因による事故以外は共済金の支払対象になりません。

特に肉豚共済の事故除外方式６号の加入では豚流行性下痢（ＰＥＤ）が原因の死亡事故

は、加入資格がある肉豚であったとしても共済金の支払対象になりませんので、十分に

ご注意ください。 

 

 

① 火災、出火の事実が消防署等の調査において確認されたもの 

② 伝染病 

ア 法定伝染病であって患畜、又は疑似患畜（殺処分されたものであって、家畜伝染

病予防法第１７条又は第２０条の規定によるものに限る） 

イ 届出伝染病にあっては真症のもの 

（肉豚の場合は、豚エンテロウィルス性脊髄炎またはニパウィルス感染症とする） 

③ 自然災害 

ア 気象観測資料等から、事故の原因となる自然現象が特定できた場合。なお、通常

の飼育管理により被害を回避できたと判断される死亡及び廃用については事故と

して取り扱わないものとする。 

イ 事故の範囲の例 

a 豪雨による河川の氾濫、洪水等により、流失あるいは溺死等、土砂崩れによる

畜舎の倒壊・畜舎内への土砂の流入に伴う圧死、窒息死等 

b 暴風による畜舎の倒壊による圧死、打撲死等 

c 豪雪による畜舎の倒壊による圧死、打撲死等 

d 地震による畜舎の倒壊による圧死、打撲死等、及び地震に伴い発生した津波に

よる溺死、行方不明等 

e 落雷等により送電線、配電盤等が破壊されて停電となり、空調機器等が作動し

なくなったために熱射病等により死廃事故になった場合（暑熱による日射病、

熱射病等は原則として除く） 
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○共済金が支払えない、又は減額される場合 
下記の事項に１つでも当てはまることがあった場合、共済金の支払対象にならない、又は減

額される場合があります。 

・新規加入及び導入豚の２週間以内の事故（待期間内の事故） 

・肉豚共済において出生後２０日以内、又は離乳前の肉豚に発生した事故 

・共済責任開始以前から生じていた原因による事故 

・悪意、または重大な過失による事故 

・分納掛金滞納中の事故 

・異動通知をしなかったり、事実と違った通知をした豚の事故 

・当組合及び獣医師から損害防止のために指導されたことを守らなかったとき 

○加入者様へのお願い 
当組合は、農家単位引受方式において、種豚、肉豚の異動によって共済価額が増減し、補償

の割合（付保割合）が増減することから、加入した豚の異動状況を常に把握しておく必要があ

ります。 

このため、種豚共済においては加入した豚の異動の都度、肉豚共済においては定められた期

日に確実に異動通知を行うなど、異動状況を正確に把握するためご協力をお願いいたします。 

また、肉豚共済の加入に際し、下記の点を十分にご了知のうえ、ご加入ください。 

• 組合等が引受及び事故の確認等を行う際には、豚舎への立ち入りを拒まないこと。 

• 肉豚の飼養実態を常に明らかにしておくため、肉豚共済管理簿により肉豚の生産及び異動の

状況を記録すること。 

• 農家単位引受方式においては、加入申込時及び継続加入時に、次の資料を組合等に提出する

こと。 

(ア) 母豚の頭数、母豚ごとの分娩頭数、分娩回数（過去３年間） 

(イ) 子豚の離乳時までの死亡率（過去３年間） 

(ウ) 豚舎の構造及び敷地面積 

(エ) 肉豚の出荷頭数（過去３年間） 

• 農家単位引受方式においては、共済掛金期間の開始の日から１ヶ月を経過するごとの日を基

準日、基準日の翌日から次の基準日までの期間を基準期間とし、基準期間の終了後、遅滞な

く、当該基準期間内における異動状況等を肉豚共済異動通知書により、担当の地域センター

へ通知すること。 

 ただし、次の理由により外部から肉豚を導入したときは、担当の地域センターまで遅滞な

く通知するとともに、耳標等により他の肉豚と判別できるようにしておくこと。 

(ア) 豚舎の増築または改築に伴う飼養可能頭数の増加 

(イ) 共済事故発生による飼養頭数の減少  
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近年、携帯電話等が普及し、画像データの送受信も容易に行われるようになり、また

画像の鮮明度も飛躍的に向上してきていることから、事故家畜の画像を農家組合員自ら

が撮影・送信し、組合等は当該画像を受信・確認することにより、組合等の職員が農場

へ立ち入ることなく行う新たな豚の事故確認方法が導入されました。 

 

○画像の撮影の仕方 

飼育している豚が死亡した場合、下記の手順及び撮影例により画像の撮影を行ってく

ださい。種豚と肉豚で手順が異なる点があります。 

① 飼養豚が死亡し、損害が発生した場合には、組合等に対して損害通知を行い、当該

事故が特定事故ではないと判断した場合に画像撮影を行います。 

② 画像は携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラ等で撮影して、電子メール等に

より組合等に提供していただきます。 

③ 組合等に提供する画像は事故発生日時、場所を特定するため、撮影年月日データ及

びＧＰＳデータが付加されたものとします。 

④ ＧＰＳデータを用いることが難しい場合には、当該組合員の農場であることが確認

できる固定物等の目印（以下、「ランドマーク」といいます）を定め、死亡豚とラ

ンドマークを同一画像に収めて撮影してください。 

⑤ 死亡した豚には種豚、肉豚で以下の処理を行ってから撮影してください。 

(ア) 種豚の場合 

・死亡豚の目及び鼻に塗料を塗布する。 

・豚の付票と死亡豚の目及び鼻への塗布が確認できるように撮影する。 

(イ) 肉豚の場合 

・死亡豚の体表に組合等が配布した塗料で、死亡年月日及び当該発生通知に係る死

亡豚の通し番号を記載。さらに、死亡豚の前肢のうち地表に近い側の前肢（足裏

まで）に、当該塗料を塗布する。 

・死亡豚の目及び鼻に塗料を塗布する。 

・死亡豚の下部に加入資格日に達していることを判断するため、メジャーを設置す

る。 

・メジャー及び地表に近い側の前肢、目及び鼻への塗布が確認できるように撮影す

る。  

家畜共済（豚）の画像による事故確認方法について 
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★写真撮影画像の例（肉豚の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

１．画像による事故確認方法の適用を希望する農家が対象となります。 

（共済組合への申し出が必要となります。） 

２．画像による事故確認方法の対象事故は、種豚及び特定包括肉豚の死亡事故となりま

す。ただし、火災、家畜伝染病・届出伝染病・自然災害（Ｐ５の「特定の原因による

事故の範囲とは」をご参照ください）による死亡事故は対象となりません。 

 また、撮影機器の故障、死亡豚の大量発生等により組合員等において、死亡豚の撮

影・画像の提供が困難となった場合や、撮影した画像では適切な損害認定ができない

と組合等が判断した場合、組合等が現場での確認を特に必要と認めた場合などには組

合等は農場での事故確認を行うこととなります。 

  

Ｈ２７－４－１ 
№０００３ 

目、鼻、前肢（地表

に近い側）に塗布 

死亡豚の体表には以下の

ことを記載 

・死亡年月日 

・死亡頭数の通し番号 

体長測定用メジャーの設置 

ランドマーク 

(ＧＰＳデータがない場合) 
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家畜共済制度（豚）の用語について 

○共済目的 種豚（豚であって繁殖の用に供するもの）、肉豚 

○共済関係 「包括共済」と「個別共済」があり、「包括共済」のうち肉豚については農

家単位に年間一括で引き受ける共済関係を「特定包括共済」といい、それ

ぞれ農家の加入申込を組合が受諾することによって成立します。 

なお、種豚及び肉豚については、その種類ごとに農家単位の全頭加入とな

りますが、肉豚については農家単位に年間一括で引き受ける引受方式（農

家単位引受方式＝特定包括共済）と飼養群を単位として引き受ける引受方

式（群単位引受方式）があります。 

○共済価額 共済掛金期間開始のときに使用している価額を合計したもの。 

○共済金額 共済価額に共済規程で定める補償割合を乗じた額。 

○付保割合 共済金額を共済価額で除した割合。 

○事故除外 種豚、肉豚の加入者は、事故の一部を共済事故から除外して加入することが

できます。 

種豚は、５年以上の飼養経験を有すること、肉豚は加入頭数が２００頭以上

であって５年以上の飼養経験を有することが加入の条件となります。 

 

 

 

問い合わせはお近くのＮＯＳＡＩ岩手の地域センターまで 

盛岡地域センター 盛岡市上太田細田２８－８ ☎019-659-3905 

中部地域センター 花巻市下根子８２１ ☎0198-23-5201 

胆江地域センター 奥州市水沢字八反町５２－１ ☎0197-25-6631 

磐井地域センター 一関市滝沢字矢ノ目沢６５－６０ ☎0191-23-3072 

東南部地域センター 遠野市早瀬町２丁目４－１３ ☎0198-62-2556 

宮古地域センター 宮古市津軽石１３－４８８－１ ☎0193-67-2231 

北部地域センター 九戸郡九戸村大字山屋２－２５－１ ☎0195-41-1101 



 

 


