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共済目的の種類共済目的の種類

園芸施設本体 附帯施設 施設内農作物 撤去費用 復旧費用

ガラス温室
プラスチックハウス
雨よけハウス

多目的ネットハウス

園芸施設本体内で
栽培する農作物

（葉菜類・果菜類・
花き類）

自動制御施設
暖房機
栽培棚

巻き上げ機 など

共済事故により罹災
した園芸施設本体の
撤去に要した費用

共済事故により罹災
した園芸施設本体の
復旧に要した費用

①園芸施設共済の加入資格は、ガラス温室100㎡以上、プラスチックハウス等200㎡以上を管理又は
所有していることです。

② 複数の施設を管理又は所有している場合は、全ての施設をご加入していただく必要があります。
ただし、耐用年数の2.5倍以上経過している施設については、除外することができます。

評価額（共済価額）評価額（共済価額）

ハウス本体、附帯施設の評価額及び施設内農作物の価額を1棟ごとに算定します。

補償期間補償期間

共済掛金を払い込んだ日の翌日から１年間です。ビニールを張らない期間（未被覆期間）がある場合、
該当期間は本体のみの補償となります。

ビニールの被覆経過割合

1年未満
1年以上
2年未満

2年以上
3年未満

3年以上
4年未満

4年以上
5年未満

5年以上

農ビ 100％ 50％ 25％ 以下同じ

PO 100％ 71％ 50％ 35％ 25％ 以下同じ

園芸施設の経年減価について

施設の評価額は減価償却により年々下がります。

ハウスは建設後、時間の経過とともに劣化が進み、強度や
耐久性が低下して価値が下がっていきます。
施設本体や附帯施設には時価現有率、ビニールには被覆
経過割合を定め、評価額を算定しています。

パイプハウスの時価現有率

1年未満
1年以上
2年未満

2年以上
3年未満

・・・・・・
9年以上
10年未満

10年以上
11年未満

11年以上

100％ 95％ 90％ ・・・・・・ 55％ 50％ 以下同じ



補償金額（共済金額）補償金額（共済金額）

園芸施設本体の時価額

附帯施設の時価額

施設内農作物の価額

撤去費用の価額

復旧費用の価額

共
済
価
額

園芸施設本体の補償額

附帯施設の補償額

施設内農作物の補償額

撤去費用の補償額

復旧費用の補償額

共
済
金
額40～80％

付保割合（補償割合）を選択

共済掛金共済掛金

１/２

半分

半分

掛金（事務費を除く）は国が５割負担します

共済掛金 共済金額 掛金率 事務費賦課金

異動通知異動通知

● 施設等を貸し借りしたとき
● 施設等の移転、解体、増改築、構造または材質を変更したとき
● 施設内農作物の種類または栽培期間を変更したとき

半分

①共済金額とは、共済事故により罹災された場合に補償される最高額です。
② 施設内農作物については、生産費の補償となります（育苗中の作物を除く）。

① 掛金の1/2を国が負担します（1人あたり共済金額1億6,000万円まで）。
ただし、付保割合追加特約、小損害不填補1万円及び復旧費用については、全額
加入者負担となります。

② 掛金は税金の控除対象となります。
③ 加入者の事故歴に応じて、掛金が割引・割増されます。

加入後、お申込みいただいた内容に変更が生じた場合は、速やかにNOSAIまでご連絡ください。



共済事故の種類共済事故の種類

小損害不填補小損害不填補

共済金の支払対象となる被害について、以下の①～⑥の中から選択します。
① 3万円又は共済価額の5％を超える損害額 ② 10万円を超える損害額 ③ 20万円を超える損害額
④ 50万円を超える損害額 ⑤ 100万円を超える損害額 ⑥1万円を超える損害額

支払対象とならないもの

・１棟ごとの損害額が、選択した小損害不填補の額に満たない場合
・老朽化・消耗によって生じた損害
・附帯施設の故障・老朽化（共済事故以外の原因によるもの）
・人為的なもの（盗難・いたずらなど）
・施設内作物の生理障害・連作障害・薬害
・通常すべき管理、その他損害防止を怠って発生した被害
・被害発生時に組合への通知を怠った場合や不実の通知をした場合

特定園芸施設（施設本体）、附帯施設（暖房機・制御盤など）及び施設内農作物
が、気象上の原因による災害（地震及び噴火を含む。）、火災、破裂及び爆発、
航空機等からの物体の落下、車両等の衝突、鳥獣害、病害虫の災害により被害を
受けた場合に共済金をお支払いします。

損害通知損害通知

損害が発生したら、速やかにNOSAIまでご連絡ください。
損害の状況が確認できない場合や通知が遅れた場合、共済金が支払われないことがあります。

【通知事項】
● 災害の種類・損害の発生年月日
● 損害を受けた施設の所在地および棟番号
● 損害の状況



損害評価について損害評価について

共済金額（補償金額）を限度に、被害を受けた部材を積み上げて損害
割合を算出します。

風害などで被覆物が破れてしまった場合は、押さえの効くところまでを被害
面積として計算し、損害割合を算出します。
左図のような被害の場合は、斜線部分が被害面積となります。

施設本体の被害

被覆物の被害

補償額の上乗せ特約補償額の上乗せ特約

標準コースの補償額 築年数に応じて補償額（新築時の資産価値の80％～40％）を設定します。

復旧費用特約

付保割合追加特約

復旧費用特約

付保割合追加特約

付保割合80％を選択した場合に限り、最大20％補償を上乗せできる特約です。

復旧を条件に、新築時の資産価値の最大80％まで補償します。
ただし、被覆物は特約の対象外となります。

標準コースの補償額

標準コースの補償額

被害として
みる箇所

実際に破れた
箇所



共済金のお支払いまでの流れ共済金のお支払いまでの流れ

加入者 組 合

事故発生事故発生

損害通知損害通知 現地評価現地評価

共済金支払共済金支払

撤去実施撤去実施

共済金受領共済金受領

撤去完了通知
領収書提出
撤去完了通知
領収書提出 現地確認現地確認

共済金追加支払共済金追加支払共済金受領共済金受領

復旧実施復旧実施

復旧完了通知
領収書提出
復旧完了通知
領収書提出 現地確認現地確認

共済金追加支払共済金追加支払共済金受領共済金受領

撤
去
費
用
加
入
者

復
旧
費
用
加
入
者

※附帯施設の支払については、組合現地評価後に修理業者の見積書等の提出が必要です。
※撤去費用については、修理業者の請求書又は領収書の提出が必要です。
※復旧費用については、①修理業者の請求書又は領収書 又は ②自力復旧に要した
材料費等の請求書等 の提出が必要です。

撤去に要した金額が100万円又は施設本体の
損害額が50％（ガラス室は35％）を超えたとき
にお支払いします。

施設本体や附帯施設を修繕又は再建したとき
にお支払いします。

撤去費用加入者及び復旧費用加入者
組合現地評価を行った後は以下の手続きとなります。



施設の種類
設置後の
経過年数 補償額

（万円）
掛金

（事務費を含む）(円)
補償額
（万円）

掛金
（事務費を含む）(円)

新築 347.6 2,867 434.5 4,039

8年 250.2 2,064 434.5 4,062

15年以上 173.8 1,432 434.5 4,081

新築 37.4 6,314 46.7 9,321

5年 30.1 5,079 46.7 8,731

10年以上 22.8 3,846 46.7 8,145

新築 65.4 6,397 81.7 9,334

8年 49.6 4,851 81.7 8,424

15年以上 37.2 3,636 81.7 7,710

新築 134.3 6,364 167.8 9,009

8年 99.2 4,701 167.8 8,210

15年以上 71.7 3,397 167.8 7,586

園芸施設の補償額掛金の目安（100㎡あたり）園芸施設の補償額掛金の目安（100㎡あたり）

小損害不填補①※
小損害不填補①※

+付保割合20％ +復旧費用

※小損害不填補①・・・「3万円又は共済価額の5％を超える損害額」
②「10万円を超える損害額」を選択した場合 ・・・農家負担掛金が 15％割引
③「20万円を超える損害額」を選択した場合 ・・・農家負担掛金が 30％割引
④「50万円を超える損害額」を選択した場合 ・・・農家負担掛金が 50％割引
⑤「100万円を超える損害額」を選択した場合・・・農家負担掛金が 70％割引
⑥「1万円を超える損害額」を選択した場合は、農家負担掛金が 100円～200円割増 となります。



重要事項説明書重要事項説明書

この説明書は、園芸施設共済への加入にあたり、ご契約に関する重要な事項を記載したものです。必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承の
上、お申込みいただきますようお願いします。

１．告知義務等の内容
告知義務について

加入申込書の項目について正確に告知していただく義務（告知義務）があります。この告知事項について、悪意又は重大な過失により不実の告知をしたときは当該共済関係を解除
する場合があります。

通知義務について
（１）異動通知

加入者は、共済関係の成立後に共済目的に次の異動が生じたときは、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければなりません。 ①共済目的の譲渡 ②共済目的の移転、解体、増築、
改築、構造又は材質の変更 ③共済目的の共済事故以外の事由による破損（軽微なものを除く。）又は滅失 ④共済目的を他の保険又は共済に付したこと ⑤特定園芸施設の被覆
期間の変更 ⑥施設内農作物の種類又は栽培期間の変更 ⑦施設内農作物を共済目的とする共済関係においては、施設内農作物の発芽（は種されたものが80％以上発芽した状態を
いう。）又は移植 ⑧危険が著しく増加する事由

（２）園芸施設共済加入申込書の提出後の変更通知

園芸施設共済加入申込書の提出後、記載内容に誤り、又は変更に気付いたときは、速やかに組合までご連絡ください。その連絡がない場合は、共済金の一部又は全額をお支払いで
きないことがあります。

（３）損害発生通知

加入者は、共済事故が発生したときは、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければなりません。（病虫害の徴候が確認されたときには直ちにその旨を通知しなければなりませ
ん。）
加入者は、共済金の支払を受けるべき損害があると認めるときは、遅滞なく、次の事項をこの組合に通知しなければなりません。
①共済事故の種類 ②共済事故の発生の年月日 ③共済事故により被害を受けた場所その他共済事故によって生じた損害の状況 ④その他被害の状況が明らかとなる事項

特定園芸施設撤去費用額又は園芸施設復旧費用額を共済金の支払い対象とする旨の申出をした加入者は、共済事故発生通知後、速やかに、撤去・復旧計画書を提出しなければなり
ません。
また、撤去したときはその旨を、復旧したときはその旨及び復旧に係る作業の実施者を、遅滞なく、この組合に通知しなければなりません。

損害防止の義務について

特定園芸施設等について、通常の管理を行うとともに、事故が発生したときは、その防止、軽減に努めてください。これらの努めを怠ったときは、損害の額から防止・軽減できた
と認められた額を差し引くことがあります。また、必要な処置について組合から指示することがあります。

２．共済責任期間開始期

園芸施設共済の共済掛金期間は、共済掛金等の払込みを受けた日の翌日から１年間です。ただし、施設の設置期間が周年でない場合は、共済責任期間を１月以上１年未満とするこ
とができます。

３．支払事由に該当しない場合及び共済金の免責
（１）戦争その他の変乱によって生じた損害
（２）共済目的の性質若しくは瑕疵又は自然の消耗によって生じた損害（自然の消耗によって生じた損害にあっては被覆物に限る。）
（３）加入者又はその法定代理人の故意・重大な過失・法令違反による損害
（４）加入者と同じ世帯に属する親族の故意による損害（その親族が加入者に共済金を取得させる目的がなかった場合を除く）
（５）植物防疫法の規定に違反した場合の損害

４．解約と解約返戻金の有無

この組合は、共済関係の無効若しくは失効の場合又はこの組合が共済金支払の責めを免れる場合においても、すでに受け取った組合員負担共済掛金を返還しません。ただし、無効
の場合において、加入者が善意であって、かつ、重大な過失がなかったときは、この限りではありません。

５．共済契約の失効について

園芸施設共済の共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があったとき、当該共済関係に関し譲受人又は相続人その他承継人が権利義務を承継した場合を除き、その共済関
係は包括承継があったときから効力を失います｡
なお、譲渡、相続その他の包括承継があった場合には必ず承諾の申請を行ってください。

６．特に法令等で注意喚起することとされている事項

農業共済制度は、行政庁の指導・監督のもと、組合・国の２段階による責任分担を行って広く危険分散を図るなど、共済金の確実な支払いができる仕組みをとっておりますが、組
合の財務状況によっては、共済金等のお支払いする金額が削減されることがあります。

【個人情報の取り扱いについて】

園芸施設共済加入申込書等により知り得た情報（以下「個人情報」という）については、この組合が引受の判断、共済金の支払、共済契約の継続・維持管理、各種サービスの提供
等を行うために、業務に必要な範囲で利用します。
(１)この組合は、共済金支払責任の一部を国の保険に付しているため国との間で個人情報を共同利用します。
(２)法令により必要と判断される場合、加入者・公共の利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために必要と考えられる場合、保険取引の場合、他の保険契約が
ある場合等の必要な場合に、必要な範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。

園芸施設共済・収入保険に関する詳しいお問い合わせはNOSAI静岡まで

☎ 055-949-1063
☎ 0550-82-3038
☎ 0544-25-8100
☎ 0547-37-1751
☎ 054-333-9066
☎ 0538-42-2816
☎ 053-438-3480
☎ 054-251-3511

伊豆の国市原木857-2
御殿場市かまど1083-1
富士宮市杉田1230-5
島田市道悦5-3-15
静岡市葵区鷹匠2-15-13
袋井市小山20-1
浜松市北区東三方町242-1
静岡市葵区鷹匠2-15-13

□ 東部地域センター
□ （駿東出張所）
□ （富士出張所）
□ 中部地域センター
□ （静岡出張所）
□ 中東遠地域センター
□ 西遠地域センター
□ 業務管理センター

静岡 静岡県農業共済組合


