
地震お見舞金※1・自然災害お見舞金※2 保険金支払い対象地域について 

このたびの災害により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧

をお祈り申しあげます。 

 

下記の地域は地震お見舞金・自然災害お見舞金の保険金お支払い対象となる可能性がございます。

対象の皆さまには順次ご連絡を差しあげておりますので、当社からのご連絡をお待ちください。 

 

記 

２０１９年８月６日現在 

都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 全域 自然災害お見舞金 

熊本県 宇城市 全域 自然災害お見舞金 

熊本県 上天草市 大矢野町、松島町、姫戸町、龍ヶ岳町 自然災害お見舞金 

熊本県 宇土市 走潟地区を除く市内全域 自然災害お見舞金 

熊本県 上益城郡甲佐町 全域 自然災害お見舞金 

熊本県 上益城郡御船町 全域 自然災害お見舞金 

熊本県 上益城郡益城町 全域 自然災害お見舞金 

熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 全域 自然災害お見舞金 

熊本県 阿蘇郡西原村 古閑、葛目、上鳥子、馬場、小園、 

袴野、桑鶴、大切畑、風当、畑、 

美晴台、下小森、上布田、下布田、 

新屋敷、八景台、大字宮山地区全域、 

大字河原地区全域 

自然災害お見舞金 

熊本県 菊池郡大津町 内牧、外牧、錦野、岩坂、森、町、中島 自然災害お見舞金 

熊本県 菊池郡菊陽町 馬場楠、曲手、戸次、辛川、道明 自然災害お見舞金 

熊本県 熊本市中央区 京町1丁目、京町2丁目、黒髪5丁目、 

黒髪6丁目、黒髪7丁目、古城町、 

壺川1丁目、壺川2丁目、新町3丁目、 

段山本町、千葉城町、二の丸、古京町、 

宮内、横手2丁目、横手3丁目 

自然災害お見舞金 

熊本県 熊本市東区 石原町、小山6丁目、上南部2丁目、 

健軍本町、新南部2丁目、戸島本町 

自然災害お見舞金 

 

 

 



熊本県 熊本市西区 松尾町上松尾、池田1丁目、池田2丁目、 

池田4丁目、池上町、小島3丁目、 

小島8丁目、小島9丁目、春日4丁目、 

春日5丁目、春日6丁目、春日7丁目、 

春日8丁目、上熊本1丁目、上熊本2丁目、

上熊本3丁目、上代1丁目、上代9丁目、 

上高橋1丁目、上松尾町、河内町大多尾、 

河内町面木、河内町河内、河内町白浜、 

河内町岳、河内町東門寺、河内町野出、 

河内町船津、京町本丁、島崎3丁目、 

島崎4丁目、島崎5丁目、島崎6丁目、 

城山大塘1丁目、高橋町1丁目、 

高橋町2丁目、谷尾崎町、出町、戸坂町、 

中松尾町、西松尾町、花園2丁目、 

花園4丁目、花園5丁目、花園6丁目、 

花園7丁目、稗田町、松尾、松尾町近津、 

松尾町平山、横手2丁目、横手3丁目、 

横手4丁目 

自然災害お見舞金 

熊本県 熊本市南区 城南町阿高、城南町出水、城南町今吉野、

城南町隈庄、城南町坂野、城南町沈目、 

城南町下宮地、城南町陳内、城南町築地、

城南町東阿高、城南町藤山、城南町舞原、

城南町宮地、城南町鰐瀬、富合町木原、 

富合町平原、富合町南田尻 

自然災害お見舞金 

熊本県 熊本市北区 改寄町、池田3丁目、和泉町、植木町鐙田、

植木町有泉、植木町石川、植木町伊知坊、

植木町今藤、植木町岩野、植木町上古閑、

植木町内、植木町円台寺、植木町荻迫、 

植木町小野、植木町亀甲、植木町木留、 

植木町清水、植木町鞍掛、植木町色出、 

植木町正清、植木町鈴麦、植木町滴水、 

植木町轟、植木町富応、植木町豊岡、 

植木町豊田、植木町投刀塚、植木町那知、 

植木町一木、植木町平原、植木町広住、 

植木町舟島、植木町辺田野、植木町味取、 

植木町宮原、植木町舞尾、植木町山本、 

自然災害お見舞金 



植木町米塚、打越町、大窪1丁目、 

大窪2丁目、大鳥居町、梶尾町、鹿子木町、 

釜尾町、北迫町、楠野町、小糸山町、 

清水岩倉3丁目、清水万石2丁目、 

清水万石4丁目、清水万石5丁目、 

下硯川1丁目、下硯川町、硯川町、 

高平1丁目、龍田2丁目、龍田7丁目、 

龍田陳内1丁目、龍田陳内4丁目、 

龍田弓削1丁目、太郎迫町、津浦町、 

鶴羽田町、徳王2丁目、西梶尾町、 

八景水谷1丁目、飛田1丁目、飛田2丁目、 

飛田4丁目、万楽寺町、貢町、室園町、 

明徳町、山室1丁目、四方寄町、立福寺町 

鹿児島県 鹿児島市 全域 自然災害お見舞金 

鹿児島県 日置市 伊集院町 飯牟礼全区域 

伊集院町 猪鹿倉全区域 

伊集院町 猪鹿倉一丁目全区域 

伊集院町 大田全区域 

伊集院町 上神殿全区域 

伊集院町 清藤全区域 

伊集院町 桑畑全区域 

伊集院町 恋之原全区域 

伊集院町 郡全区域 

伊集院町 郡一丁目全区域 

伊集院町 郡二丁目全区域 

伊集院町 下神殿全区域 

伊集院町 下谷口全区域 

伊集院町 竹之山全区域 

伊集院町 土橋全区域 

伊集院町 寺脇全区域 

伊集院町 徳重全区域 

伊集院町 徳重一丁目全区域 

伊集院町 徳重二丁目全区域 

伊集院町 徳重三丁目全区域 

伊集院町 中川全区域 

伊集院町 野田全区域 

自然災害お見舞金 



伊集院町 古城全区域 

伊集院町 妙円寺一丁目全区域 

伊集院町 妙円寺二丁目全区域 

伊集院町 妙円寺三丁目全区域 

伊集院町 麦生田全区域 

東市来町 伊作田全区域 

東市来町 神之川全区域 

東市来町 寺脇全区域 

東市来町 長里全区域 

東市来町 南神之川全区域 

東市来町 宮田全区域 

東市来町 美山全区域 

東市来町 美山元寺脇全区域 

東市来町 湯田全区域 

東市来町 養母全区域 

日吉町 神之川全区域 

日吉町 日置全区域 

日吉町 山田全区域 

日吉町 吉利全区域 

鹿児島県 姶良市 全域 自然災害お見舞金 

鹿児島県 霧島市 霧島 大窪全区域 

霧島 川北全区域 

霧島 田口全区域 

霧島 永水全区域 

国分 上之段全区域 

国分 上井全区域 

国分 上小川全区域 

国分 川内全区域 

国分 川原全区域 

国分 清水全区域 

国分 剣之宇都町全区域 

国分 郡田全区域 

国分 敷根全区域 

国分 重久全区域 

国分 下井全区域 

国分 城山町全区域 

自然災害お見舞金 



国分 新町全区域 

国分 台明寺全区域 

国分 中央全区域 

国分 名波町全区域 

国分 野口全区域 

国分 野口北全区域 

国分 野口町全区域 

国分 野口西全区域 

国分 野口東全区域 

国分 姫城全区域 

国分 姫城南全区域 

国分 広瀬全区域 

国分 福島全区域 

国分 府中全区域 

国分 府中町全区域 

国分 松木全区域 

国分 松木町全区域 

国分 松木東全区域 

国分 湊全区域 

国分 向花全区域 

国分 向花町全区域 

国分 山下町全区域 

国分 上野原テクノパーク全区域 

国分 上野原縄文の森全区域 

隼人町 朝日全区域 

隼人町 内全区域 

隼人町 内山田全区域 

隼人町 小田全区域 

隼人町 小浜全区域 

隼人町 嘉例川全区域 

隼人町 西光寺全区域 

隼人町 神宮全区域 

隼人町 真孝全区域 

隼人町 住吉全区域 

隼人町 東郷全区域 

隼人町 野口全区域 



隼人町 野久美田全区域 

隼人町 姫城全区域 

隼人町 松永全区域 

隼人町 見次全区域 

福山町 佳例川全区域 

福山町 福沢全区域 

福山町 福地全区域 

福山町 福山全区域 

牧園町 上中津川全区域 

牧園町 三体堂全区域 

牧園町 下中津川全区域 

牧園町 宿窪田全区域 

牧園町 高千穂全区域 

牧園町 万膳全区域 

牧園町 持松全区域 

溝辺町 有川全区域 

溝辺町 崎森全区域 

溝辺町 竹子全区域 

溝辺町 麓全区域 

溝辺町 三縄全区域 

横川町 上ノ全区域 

横川町 下ノ全区域 

横川町 中ノ全区域 

鹿児島県 いちき串木野市 大里全区域 

川上全区域 

湊町全区域 

自然災害お見舞金 

鹿児島県 南九州市 川辺町 今田下 

川辺町 今田上 

川辺町 小野全区域 

川辺町 上山田全区域 

川辺町 清水全区域 

川辺町 神殿全区域 

川辺町 下山田全区域 

川辺町 高田全区域 

川辺町 田部田新町 

川辺町 田部田今村 

自然災害お見舞金 



川辺町 田部田六丁 

川辺町 田部田島 

川辺町 田部田中通 

川辺町 田部田佐々良上 

川辺町 田部田佐々良下 

川辺町 田部田柞木 

川辺町 田部田越原 

川辺町 永田全区域 

川辺町 中山田全区域 

川辺町 野崎全区域 

川辺町 野間里 

川辺町 野間大久保 

川辺町 野間大田尾 

川辺町 平山全区域 

川辺町 古殿全区域 

川辺町 宮全区域 

川辺町 本別府全区域 

川辺町 両添全区域 

知覧町 厚地全区域 

知覧町 郡全区域 

知覧町 塩屋全区域 

知覧町 瀬世全区域 

知覧町 永里桑代 

知覧町 永里上之町 

知覧町 永里堤之原 

知覧町 永里山仁田 

知覧町 永里樋与上 

知覧町 永里中福良 

知覧町 永里和田 

知覧町 永里松村 

知覧町 永里横峯 

知覧町 西元全区域 

知覧町 東別府全区域 

知覧町 南別府全区域 

鹿児島県 姶良郡湧水町 全域 自然災害お見舞金 

鹿児島県 曽於市 全域 自然災害お見舞金 



鹿児島県 垂水市 全域 自然災害お見舞金 

鹿児島県 南さつま市 全域 自然災害お見舞金 

鹿児島県 指宿市 池田全区域 

岩本全区域 

小牧全区域 

新西方全区域 

十二町全区域 

十町全区域 

西方全区域 

東方全区域 

湊全区域 

湯の浜全区域 

大牟礼全区域 

開聞上野全区域 

開聞川尻全区域 

開聞十町全区域 

開聞仙田全区域 

山川朝日町全区域 

山川入船町全区域 

山川大山全区域 

山川岡児ケ水全区域 

山川小川全区域 

山川金生町全区域 

山川潮見町全区域 

山川新栄町全区域 

山川新生町全区域 

山川利永全区域 

山川成川全区域 

山川浜児ケ水全区域 

山川福元全区域 

山川山下町全区域 

自然災害お見舞金 

鹿児島県 薩摩川内市 本土地域全域（甑島地区除く） 自然災害お見舞金 

鹿児島県 南九州市 頴娃町 上別府全区域 

頴娃町 郡全区域 

頴娃町 御領全区域 

頴娃町 別府全区域 

自然災害お見舞金 



頴娃町 牧之内高取 

頴娃町 牧之内下門 

頴娃町 牧之内中村 

頴娃町 牧之内水之元 

頴娃町 牧之内春向 

頴娃町 牧之内山脇 

頴娃町 牧之内下薗 

頴娃町 牧之内伊瀬知 

頴娃町 牧之内赤崎 

頴娃町 牧之内永谷 

頴娃町 牧之内飯山 

頴娃町 牧之内佃 

頴娃町 牧之内粟ケ窪 

頴娃町 牧之内牧渕 

頴娃町 牧之内一氏 

頴娃町 牧之内谷場 

頴娃町 牧之内熊ヶ谷 

頴娃町 牧之内雪丸 

鹿児島県 志布志市 伊崎田全区域 

野井倉全区域 

野神全区域 

原田全区域 

蓬原全区域 

山重全区域 

安楽全区域 

内之倉全区域 

志布志全区域 

田之浦全区域 

帖全区域 

夏井全区域 

尾野見全区域 

新橋全区域 

泰野全区域 

自然災害お見舞金 

鹿児島県 鹿屋市 全域 自然災害お見舞金 

 

 



愛媛県 八幡浜市 保内町須川 自然災害お見舞金 

愛媛県 宇和島市 南君、大良 

沖村下（川平） 

御殿内、浅川、立目、牛川 

吉田町白浦、吉田町深浦、吉田町法花津 

高串、光満 

吉田町立間 

自然災害お見舞金 

佐賀県 嬉野市 大字吉田 春日 

大字岩屋川内 大野原 

自然災害お見舞金 

佐賀県 鳥栖市 若葉地区 神辺町 

若葉地区 河内町 

麓地区 牛原町 

麓地区 立石町 

旭地区 西新町 

自然災害お見舞金 

佐賀県 三養基郡みやき町 全域 自然災害お見舞金 

佐賀県 三養基郡上峰町 全域 自然災害お見舞金 

福岡県 嘉麻市 全域 自然災害お見舞金 

福岡県 朝倉市 全域 自然災害お見舞金 

福岡県 久留米市 <東国分校区> 

国分町の一部、野中町の一部 

<御井校区> 

野中町の一部、御井朝妻一丁目、 

御井旗崎一丁目、御井旗崎二丁目、 

御井旗崎三丁目、御井旗崎四丁目、 

御井旗崎五丁目、御井町の一部、 

山川町の一部 

<山川校区> 

太郎原町、山川安居野一丁目、 

山川安居野二丁目、山川安居野三丁目、

山川市ノ上町、山川追分一丁目、 

山川追分二丁目、山川沓形町、 

山川神代一丁目、山川神代二丁目、 

山川神代三丁目、山川野口町、 

山川町の一部 

<上津校区> 

荒木町藤田の一部、上津一丁目、 

自然災害お見舞金 



上津二丁目、上津町の一部、 

国分町の一部、野伏間一丁目の一部、 

藤光一丁目、藤光町、藤山町、 

本山一丁目、本山二丁目 

<高良内校区> 

高良内町、御井町の一部 

<山本校区> 

山本町豊田、山本町耳納 

<草野校区> 

草野町草野、草野町紅桃林、 

草野町矢作、草野町吉木 

<荒木校区> 

荒木町荒木、荒木町今、荒木町下荒木、

荒木町白口の一部、荒木町藤田の一部、 

野伏間一丁目の一部 

<青峰校区> 

青峰一丁目、青峰二丁目、青峰三丁目 

<竹野校区> 

田主丸町竹野の一部、 

田主丸町地徳の一部、田主丸町中尾 

<水縄校区> 

田主丸町石垣の一部、 

田主丸町地徳の一部、 

田主丸町益生田の一部、田主丸町森部 

福岡県 田川郡添田町 全域 自然災害お見舞金 

以上 

保険金お支払いの該当地域は随時更新されます。最新の状況をご確認ください。 

後日、該当地域が追加される場合がございますので、あらかじめご承知おきください。 

 

保険金請求について、ご不明な点やご質問がございましたら、以下のフリーダイヤルまでご連絡ください。 

 

【地震お見舞金・自然災害お見舞金請求に関するお問合わせ窓口】 

チューリッヒ保険会社 

0120-669-958 

平日 午前9:00～午後5:00 

（年末年始を除く） 



 

※1地震お見舞金：避難見舞費用保険金 

※2自然災害お見舞金：自然災害避難一時保険金 
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