
｢ あなたの森林に確かな安心を ｣
昭和12年に森林所有者の皆様の声により生まれた森林保険制度は
80年以上にわたり多様な災害に備える唯一のセーフティーネット
として皆様と共に歩んで参りました。
これからも森林に確かな安心をお届けして参ります。

イメージキャラクター
マモルくん森林保険

国立研究開発法人 森林研究・整備機構
森林保険センター
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もしもに備えて
森林保険 に
入っていたんだ！

森林保険について詳しくは本文で⇒

マモルくんは山に木を植えました。

そんなある日…

手塩にかけて育てた木が
もうすぐ利用できそうだ！

まずは電話！ 森林組合による
損害調査

森林組合

そして保険金が振り込まれました。

マモルくん物語 ある日突然・・・

あるところに、
山を愛する
マモルくんという
林業家がいました。

突然の
山火事！

まさかボクの森林が
災害にあうなんて…
もうダメだ～！
ん、そういえば･･･

2

森林保険に入っていて
本当に良かった～！
また、木を植えよう！



１ 火災
山火事で受けた損害

３ 水害
豪雨等による流失などの損害

２ 風害
暴風による幹折れなどの損害

４ 雪害
豪雪等による幹折れなどの損害

5 干害
乾燥による枯死などの損害

６ 凍害
凍結等による枯死などの損害

７ 潮害
潮風等による枯死などの損害

８ 噴火災
火山噴火による焼損などの損害

森林保険は、「森林保険法」（昭和12年法律第25号）等に基づき、森林所有
者を被保険者として、森林についての火災、気象災（風害、水害、雪害、干害、
凍害、潮害）、噴火災、による損害を総合的に補償します。

森林保険に入っていると…
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台風など万が一の災害に備えることができます

安心して林業経営ができます
森林の生育には長い時間が必要
ですが、災害によりその価値が
一瞬にしてなくなる可能性があ
ります。
森林保険は台風などの万が一の
災害に備えられる唯一の手段で
あり、加入することで安心して
林業経営ができます。

災害発生！

森林保険

無保険



火災 岩手県 市町村有林

お支払いした保険金 約１９２万円

お支払いした保険金 約１３６万円
年間保険料 ５,１６９円 / 年

保険金のお支払い事例 ～火災・風害～

平成２６年４月
盛岡市で発生した山火事による災害。
強風により焼失面積は７８haに拡大する
など、広範囲にわたり焼失被害が発生。

樹種 その他針葉樹

損害時林齢 48年生

契約面積 2.26 ha

実損面積 1.41 ha

付保率 76 ％

詳
細
デ
ー
タ

風害 北海道 私有林

お支払いした保険金 約３４７万円

お支払いした保険金 約１８０万円
haあたりの保険料 ４,５００円 / 年

平成２５年４月
急速に勢力を強めた低気圧により発生した
災害。
北海道の東部において最大瞬間風速３７.９
m/sを観測するなど、非常に強い風が吹き、
根返り、幹折れ等の被害が発生。

樹種 その他針葉樹

損害時林齢 58年生

契約面積 4.85 ha

実損面積 1.93 ha

付保率 100 ％

詳
細
デ
ー
タ

※お支払いする保険金は、ご契約の保険金額と損害の程度によって異なります。

ha当たり

ha当たり
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保険金のお支払い事例 ～水害・雪害～

平成２４年７月
熊本県を中心として発生した記録的な豪雨
による災害。
当該地では、１日で７月の月降水量の平年
値の８割を超える雨量となり、傾斜、倒伏
などの被害が発生。

樹種 スギ

損害時林齢 46年生

契約面積 17.05 ha

実損面積 2.94 ha

付保率 70 ％

詳
細
デ
ー
タ

平成２６年２月
記録的な大雪により発生した災害。
栃木県内では、最深積雪が統計史上１位の
記録を更新し、広範囲にわたり幹折れや
幹曲がりの被害が発生。

樹種 スギ

損害時林齢 54年生

契約面積 6.23 ha

実損面積 2.14 ha

付保率 100 ％

詳
細
デ
ー
タ

※保険料は地域による区分や払込み方法によって変動します。

水害 熊本県 市町村有林

お支払いした保険金 約６３６万円

お支払いした保険金 約２１６万円

年間保険料 ６,４８９円 / 年

ha当たり

雪害 栃木県 市町村有林

お支払いした保険金 約６８５万円

お支払いした保険金 約３２０万円

年間保険料 ９,６００円 / 年

ha当たり
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保険金のお支払い事例 ～干害・凍害～

平成２５年７月から８月にかけて
雨量が少なく乾燥状態となり発生した災害。
西日本の降水量は平年のわずか５％。
和歌山県内では、連日のように猛暑日とな
り、少雨及び高温が一定期間継続する中で、
枯死被害が発生。

樹種 ヒノキ

損害時林齢 1年生

契約面積 6.04 ha

実損面積 1.75 ha

付保率 100 ％

詳
細
デ
ー
タ

平成２５年１月
阿蘇地域での低温により発生した災害。
阿蘇地域では、冬型の気圧配置に伴い、
例年にないほど気温が低下し、枯死被害が
発生。

樹種 スギ

損害時林齢 3年生

契約面積 9.21 ha

実損面積 5.93 ha

付保率 100 ％

詳
細
デ
ー
タ

※付保率とは標準金額に対する保険金額の割合で、これによりご予算に合わせた保険料を設定することができます。
例えば付保率が50％の場合は標準金額に対する保険金額を50％にすることにより、保険料も50％となります。

干害 和歌山県 私有林

お支払いした保険金 約１７７万円

お支払いした保険金 約１０１万円

年間保険料 ２,７９２円 / 年

ha当たり

凍害 熊本県 私有林

お支払いした保険金 約７０６万円

お支払いした保険金 約１１９万円

年間保険料 ４,９４２円 / 年

ha当たり

6



保険金のお支払い事例 ～潮害・噴火災～

平成２８年５月
低気圧通過に伴う暴風と大潮等が
重なり、植栽した苗木が多量の塩分に
さらされたことにより枯死被害が発生。

樹種 ヒノキ

損害時林齢 1年生

契約面積 0.93 ha

実損面積 0.43 ha

付保率 100 ％

詳
細
デ
ー
タ

平成２３年１月
火山の小規模噴火に続き当該箇所では
約５０年ぶりとなる爆発的な噴火が発生し、
林地への被害が発生。

樹種 広葉樹
損害時林齢 3年生

契約面積 2.70 ha

実損面積 2.70 ha

付保率 100 ％

詳
細
デ
ー
タ

※写真はイメージです。
※平成31年4月1日以降、保険料率等が変更となります。詳しくは森林保険改定案内パンフレットをご覧ください。

潮害 島根県 市町村有林

お支払いした保険金 約４３万円

お支払いした保険金 約１０１万円

年間保険料 ４,３４３円 / 年

ha当たり

噴火災 宮崎県 市町村有林

お支払いした保険金 約１８１万円

お支払いした保険金 約６７万円

年間保険料 １,１７６円 / 年

ha当たり
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山火事の様子

column ～加入してよかった～ 群馬県桐生市

群馬県桐生市では平成25年
５月に山火事により約９ha
の森林が焼失、その翌年、
平成26年４月にも山火事が
発生、１週間以上にわたっ
て燃え続け、市有林143ha
を含めた191haが焼失し、
群馬県における戦後最大規
模の林野火災が発生しまし
た。

火災

市有林の約17％を焼失し
てしまいましたが、森林
保険支払いのための損害
調査が速やかに実施され、
市へ約１億１千万円の保
険金が支払われ、森林を
失った経済的損失を速や
かに補てんすることがで
きました。

山火事跡地

8



桐生市では森林保険の
重要性を再認識、
市有林の保険加入が
一層拡大されました。

公有林の保険加入

災害への備えが不十分な場合、
公有林が被災して森林の多面的
機能が低下すれば、地域住民等
から災害への対応を問われかね
ません。

公有林の担当部署は、災害リス
ク管理体制をしっかり構築し、
地域住民等への説明責任を果た
せるようにしておくことが大切
です。

森林保険は、被災後の再造林を
確実なものとする上で重要です。
災害リスク管理のために森林保
険のご活用をお薦めします。

地域住民等に対する説明責任への対応を

水害による林地崩壊

風害による幹折れ

火災による焼損

9



猛烈な雨（１時間降水量80mm以上）の年間観測回数（1000地点あたり）

※資料出典：内閣府・気象庁HP

Ｑ＆Ａ ～ウチの山は大丈夫！？～

災害なんていつ来るかわからないし、
対策などしなくても大丈夫かな！？

猛烈な雨の年間発生回数は増加しています。
地球温暖化の進行に伴って、大雨や短時間に降る
強い雨の頻度はさらに増加すると予測されており、
風水害・土砂災害発生リスクが高まっています｡※

森林保険では、風水害などの気象災害による
森林への損害に備えることができます。
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Ｑ＆Ａ ～ウチの山は大丈夫!?～

森林保険が対象としている８つの災害のうち、風害や
雪害が多く発生しています。例として風害と雪害の
お支払い実績をお示しします。
（過去20年間にお支払いした保険金額の年平均値）

風害

風害は台風などの影響を受け北海道と西日本で、雪害
は豪雪などにより東日本で支払保険金額が多くなって
います。
森林は様々な地域で様々な危険にさらされています。
8つの災害を対象とする森林保険なら、多様な災害に備
えることができます。

雪害

どんな災害が起こりやすいのかなぁ
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Ｑ＆Ａ ～税制上のメリットについて～

保険料は損害保険料の控除対象になりますか。

森林保険の保険料は所得税法でいう損害保険料控除の対象となる保険
料の範囲には含まれていませんので、控除対象とはなり得ません。
しかしながら、山林所得の必要経費として認められている管理費（所
得税法37条等）に算入することができますので、管理費に含めれば実
質的に控除することができます。

保険金は所得税の課税対象になりますか。

山林が災害を被ったことにより、森林保険の保険金を受け取った場合
には、その保険金は山林の売り払いによる収入に代わる性質をもって
いることから、山林所得に係る収入はすべて山林所得の総収入額に算
入され所得税の課税対象となります。
ただし、山林所得の総収入額に算入されるのは、保険金の額が損失の
金額を超える場合で、その超える部分の金額に相当する保険金の金額
が対象となります。山林の損失の金額とは、その損失の生じたときま
でに支出したその山林の植林費、取得に要した費用、管理費その他山
林の育成に要した費用の額から、その災害の発生直後における当該山
林の価額を控除した金額をいいます。（所得税令第94条）

※詳しくは、税理士又は公認会計士等にご確認ください。
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山が災害にあった際、支払われた保険金のおかげで植え
直すことができ、満足しています。
（林業家）

お客さまの声 ～加入してよかった！森林保険～

植えてから１０年ほどのヒノキが雪害に遭ってしまいま
したが、支払われた保険金のおかげで資金面でのやり繰
りに悩まずに済みました。
（林業家）

このところ気象災害が極端になってきているよう感じま
す。林業経営をする森林が万が一被害を受けてしまって
も、森林保険に入っていれば、ある程度まとまった額を
受け取れて、森林を再生できることに魅力を感じていま
す。（林業家）

被害をこうむった森林所有者さんには、保険金がおりて
改植できたことに非常に喜んでいただくとともに、森林
保険の重要性を理解していただくことができました。
（Ａ森林組合）

造林を行った社有林25haが凍害により枯れてしまいまし
たが、森林保険に入っていたおかげでわずかな負担で速
やかに造林することができ、大変助かりました。今では
見事に緑が回復しております。（B社）
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④ご契約成立
手続きが完了しましたら、森林保険センターより
保険証書をお送りいたします。

③お申し込み
お申込み内容が決定しましたら、申込書にご記入、
ご捺印ください。
お申込みに当たっては、森林保険契約重要事項説
明書をご確認ください。

②ご契約内容の提案
ご相談内容に応じて、お見積もりをご案内させて
いただきます。

①お申込のご相談
まずは最寄りの森林組合、または森林組合連合会
までご相談ください。
ご相談時には、森林が所在する都道府県、樹種、
林齢、面積をお知らせください。

お客様のご希望に沿ったスタイルでご契約いただけます。
まずはお近くの森林組合または森林組合連合会へ
お問合せください。

お申込みの流れ

14



付保率を変えることで予算に合わせてご契約が可能です。

ご契約の例 ～ 地域区分がＢクラス※の場合 ～ Ｈ31年度以降適用

15

林齢 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生

保険金額 101万円 119万円 144万円 166万円 188万円

1年契約毎年払い 4,332円 5,105円 6,177円 7,121円 8,065円
5年間で

30,800円

5年一括払い 5年間で
27,444円

お客様に
お支払い
頂く金額

万が一のときの
お客様への補償限度額

ＣＡＳＥ１
長期契約と一括支払いでお得！

スギ 付保率 100% 1年生から5年間契約

林齢 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生

保険金額 75.7万円 89.2万円 108万円 124.5万円 141万円

1年契約
毎年払い 3,249円 3,828円 4,633円 5,341円 6,048円 5年間で

23,099円

5年一括払い 5年間で
20,583円

林齢 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生

保険金額 30.3万円 35.7万円 43.2万円 49.8万円 56.4万円

1年契約
毎年払い 1,299円 1,531円 1,853円 2,136円 2,419円 5年間で

9,238円

5年一括払い 5年間で
8,233円

付保率
75％

付保率
30％

保険金額が75％

保険金額が30％

付保率・・・・・・・標準金額に対する保険金額の割合です。お客さまご希望の付保率によりご加入いただけます。
標準金額・・・・・・個々の契約ごとに保険の目的の樹種、林齢、面積、立木度に応じて保険金額の標準により算

出するもので 保険金額の上限となります。
保険金額の標準・・・あらかじめ森林研究・整備機構が樹種・林齢別に１ha当たりに標準的な森林の価額を定めた

ものです。 ただし、契約対象となる個別の森林を評価することも可能です。

Price Down ５年一括払いの場合3,356円お得！

Price Down ５年一括払いの場合2,516円お得！

Price Down ５年一括払いの場合1,005円お得！
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樹種 スギ ヒノキ その他針葉樹
カラマツ等 広葉樹

林齢 35年生

保険金額 284万円 318万円 177万円 141万円

保険料 9,144円 10,239円 5,699円 2,270円

万が一のときの
お客様への補償限度額

ＣＡＳＥ３
様々な樹種でご契約頂けます。

付保率 100% 35年生で1年間契約

お客様に
お支払い頂く金額

林齢 35年生 36年生 37年生 38年生 39年生

保険金額 159万円 171.5万円 171.5万円 171.5万円 171.5万円

1年契約毎年払い 5,119円 5,522円 5,522円 5,522円 5,522円
5年間で

27,207円

5年一括払い 5年間で
24,447円

お客様に
お支払い
頂く金額

万が一のときの
お客様への補償限度額

ＣＡＳＥ２
間伐後の災害に備えた加入もオススメです！

ヒノキ 付保率 50% 35年生から5年間契約

ご希望に沿ったスタイルでご契約いただけます。
詳しくは最寄りの森林組合等までご相談ください。
保険料は、損金算入することができますので、詳しくは税理士にご相談ください。
保険料の計算は、森林保険センターＨＰからも行えます。

※ 保険事故発生危険度の地域による相違により、保険料率の適用地域区分をA・B・Cに区分
しています。詳しくは森林保険パンフレットをご覧ください。

Price Down ５年一括払いの場合2,760円お得！

契約面積1ha当たりについての補償プランとなります。



④保険金のお支払い
手続きが完了しましたら、森林保険センターより
保険金をお支払いいたします。

③森林組合等による損害調査
森林組合等が災害発生地の現地調査を行います。
調査結果からお支払いする保険金額を決定します。

②森林保険損害発生通知書の提出
森林組合等からの案内に従って、損害発生通知書に
ご契約の証書番号、災害種などをご記入のうえ、
ご提出下さい。

①災害発生の確認
ご契約地で災害が発生した場合は最寄りの森林組合、
または森林組合連合会までご連絡ください。

もしも災害が起きたら･･･

次のような事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いいたしません。
＜保険金支払いの対象とならない損害＞
・ 倒木起し等通常の林業的手段により復旧可能な損害
・ 補植等の必要もなく、成林に支障のない程度の軽微な損害

・ 立木の枯損の主たる原因が、適地適木の誤り若しくは苗木、植付、育林の不良等明らかに造林技術上の欠損によるもの又は病虫
獣害等によるものと認められる損害

・ 1月から7月植えの場合は植栽年の12月末、8月から12月植えの場合は植栽翌年の10月末までの間に活着不良等により通常生じる枯
損（植枯れ）による損害

＜保険金支払責任を負わない場合＞
・ 損害が保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じたとき

・ 保険契約者又は被保険者が、ご契約森林に損害が生じてからその通知をせずに3年（平成22年3月31日以前の契約については2年）
経過したとき

・ 損害が戦争、その他の変乱又は地震によって生じたとき
・ 保険金のお支払い額が1契約内訳当たり4,000円未満の時

17



森林組合連合会等連絡先一覧
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名称 電話番号

北海道森林組合連合会 011-621-4293

青森県森林組合連合会 017-723-2657

岩手県森林組合連合会 019-654-4411

宮城県森林組合連合会 022-225-5991

秋田県森林組合連合会 018-866-7421

山形県森林組合連合会 023-688-8100

福島県森林組合連合会 024-523-0255

茨城県森林組合連合会 0294-70-3620

栃木県森林組合連合会 028-637-1450

群馬県森林組合連合会 027-261-0615

埼玉県森林組合連合会 0494-26-5231
（秩父広域森林組合内）

千葉県森林組合連合会 043-227-8231

東京都森林組合 042-588-7963

神奈川県森林組合連合会 0463-88-6767

新潟県森林組合連合会 025-261-7111

富山県森林組合連合会 076-434-3351

石川県森林組合連合会 076-237-0121

福井県森林組合連合会 0776-38-0345

山梨県森林組合連合会 055-273-0511

長野県森林組合連合会 026-226-2504

岐阜県森林組合連合会 058-275-4890

静岡県森林組合連合会 054-648-0045

愛知県森林組合連合会 052-961-9156

三重県森林組合連合会 059-227-7355

名称 電話番号

滋賀県森林組合連合会 077-522-4658

京都府森林組合連合会 075-841-1030

大阪府森林組合 072-698-0950

兵庫県森林組合連合会 078-381-5425

奈良県森林組合連合会 0742-26-0541

和歌山県森林組合連合会 073-424-4351

鳥取県森林組合連合会 0857-28-0121

島根県森林組合連合会 0852-21-6247

岡山県森林組合連合会 086-222-7671

広島県森林組合連合会 082-228-5111

山口県森林組合連合会 083-922-1955

徳島県森林組合連合会 088-676-2200

香川県森林組合連合会 087-861-4352

愛媛県森林組合連合会 089-941-0164

高知県森林組合連合会 088-855-7050

福岡県森林組合連合会 092-712-2171

佐賀県森林組合連合会 0952-23-4191

長崎県森林組合連合会 0957-27-1755

熊本県森林組合連合会 096-285-8688
（仮事務所）

大分県森林組合連合会 097-545-3500

宮崎県森林組合連合会 0985-25-5133

鹿児島県森林組合連合会 099-226-9471

沖縄県森林組合連合会 098-888-0676
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〒２１２－００１３
神奈川県川崎市幸区堀川町６６番地２ 興和川崎西口ビル９階
TEL:０４４－３８２－３５００（代表）
URL:http://www.ffpri.affrc.go.jp/fic/

平成３０年８月作成版

加入してよかった。

森林保険 検索

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林保険センター
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