
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１０月１８日現在 

都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

三重県 南牟婁郡紀宝町 高岡地区向清水団地 自然災害お見舞金 

大阪府 羽曳野市 南恵我之荘3丁目15番付近 自然災害お見舞金 

奈良県 吉野郡十津川村 全域 自然災害お見舞金 

奈良県 吉野郡野迫川村 全域 自然災害お見舞金 

奈良県 五條市 大塔町中井傍示、大塔町中原、 

大塔町中峯、大塔町唐笠、大塔町堂平、 

大塔町宇井、奈良県五條市大塔町小代、 

大塔町引土、大塔町惣谷、大塔町殿野、 

大塔町清水、大塔町猿谷、大塔町篠原、 

大塔町簾、大塔町辻堂、大塔町閉君、 

大塔町阪本、大塔町飛養曽 

自然災害お見舞金 

和歌山県 新宮市 ＜熊野川中流域＞ 

熊野川町相須、熊野川町田長、 

熊野川町西敷屋、熊野川町能城山本、 

熊野川町東敷屋、熊野川町日足、 

熊野川町宮井 

自然災害お見舞金 

和歌山県 東牟婁郡古座川町 平井 800番台 自然災害お見舞金 

和歌山県 田辺市 本宮町川湯 全域 自然災害お見舞金 

広島県 豊田郡大崎上島町 木江 自然災害お見舞金 

山口県 下関市 ＜菊川町内の木屋川浸水想定区域＞ 

菊川町上大野、菊川町上保木、 

菊川町下大野、菊川町下岡枝、 

菊川町下保木、菊川町田部 

＜豊北町内の粟野川浸水想定区域＞ 

豊北町粟野 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

山口県 宇部市 櫟原、棯小野、小野、如意寺、藤河内、 

藤河内 

自然災害お見舞金 

山口県 萩市 椿東、椿、山田、三見、大井、川上、 

片俣、吉部上、吉部下、高佐上、高佐下、 

明木、佐々並、黒川、福井上、福井下、 

紫福  

自然災害お見舞金 

徳島県 美馬市 ＜山間部全域＞ 

美馬町、市脇町、穴吹町、木屋平 

自然災害お見舞金 

徳島県 三好市 山城町全域、井川町全域、西祖谷全域、 

東祖谷全域、池田町全域、三野町全域 

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 大良、沖村下（川平）、立目、牛川、高串、 

津島町 全域、伊吹町 全域 

朝日町、祝森、宇和津町、 

大浦、大浦赤松、大宮町、柿原、川内、 

川内薬師谷、小池、石応、小浜、蒋渕、 

佐伯町、栄町港、坂下津、笹町、下波、 

白浜、神田川原、新田町、須賀通、住吉町、 

大超寺奥、高串、築地町、天神町、戸島、 

長堀、野川、野川滑床、蛤、日振島、 

百之浦、平浦、藤江、別当、弁天町、保手、 

本九島、桝形町、丸穂、丸穂町、丸之内、 

三浦西、三浦東、光満、 

三間町大内、三間町大藤、三間町音地、 

三間町金銅、三間町川之内、 

三間町北増穂、三間町黒井地、 

三間町黒川、三間町小沢川、 

三間町古藤田、三間町是延、三間町是能、 

三間町則、三間町曽根、三間町田川、 

三間町土居垣内、三間町土居中、 

三間町戸雁、三間町成家、三間町迫目、 

三間町三間中間、三間町宮野下、 

三間町務田、三間町元宗、 

宮下、妙典寺前、明倫町、元結掛、保田、 

山際、遊子、吉田町浅川、吉田町裡町、 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

吉田町沖村、吉田町奥浦、吉田町河内、 

吉田町北小路、吉田町白浦、吉田町立間、 

吉田町立間尻、吉田町知永、吉田町鶴間、 

吉田町鶴間御殿内、 

吉田町鶴間鶴間団地、 

吉田町南君、吉田町東小路、吉田町深浦、 

吉田町法花津、吉田町本町、 

寄松、蕨、和霊公園、和霊町、和霊東町 

高知県 宿毛市 全域 自然災害お見舞金 

高知県 須崎市 全域 自然災害お見舞金 

高知県 室戸市 全域 自然災害お見舞金 

高知県 高岡郡檮原町 全域 自然災害お見舞金 

高知県 幡多郡大月町 全域 自然災害お見舞金 

高知県 吾川郡仁淀川町 全域 自然災害お見舞金 

高知県 高岡郡越知町 全域 自然災害お見舞金 

高知県 安芸郡東洋町 全域 自然災害お見舞金 

高知県 長岡郡大豊町 全域 自然災害お見舞金 

高知県 安芸市 下山、伊尾木 600番台、穴内甲、穴内乙、 

赤野乙、栃ノ木東地、奈比賀 

自然災害お見舞金 

高知県 香美市 物部町全域 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 うきは市 全域 自然災害お見舞金 

福岡県 筑紫野市 全域 自然災害お見舞金 

福岡県 糸島市 全域 自然災害お見舞金 

福岡県 田川郡添田町 全域 自然災害お見舞金 

福岡県 朝倉郡東峰村 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、 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

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、 

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 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

福岡県 大野城市 大野城市大字牛頸                                      

大野城市牛頸2丁目

8,10,11,12,16,19,20 

大野城市牛頸3丁目 

3,5,7,10,14,16,17 

大野城市平野台1丁目

3,5,6,7,8,10,11,23 

大野城市平野台2丁目全域 

大野城市平野台4丁目全域 

大野城市畑ケ坂1丁目2,4 

自然災害お見舞金 

福岡県 小郡市 ＜希みが丘区＞ 

希みが丘2丁目 

3－3,3－11,3－12,3－13 

希みが丘3丁目1－2 

＜津古区＞ 

津古1133－1,1146－3,1147－3, 

1311,1313 

＜三沢区＞ 

三沢5644－1,5645－2,5657-2, 

5662－2 

＜三国が丘2区＞ 

三国が丘７丁目 

137,138,139, 202,209,219,220, 

222,223,225,228,229,231,232, 

233,234,235 

＜横隈区＞ 

横隈1764－2 

自然災害お見舞金 

福岡県 大牟田市 ＜天領校区＞ 

白金町、長田町、若宮町、八江町、 

右京町、田端町、山下町、延命寺町、 

片平町、三川町1丁目、諏訪町1丁目、 

諏訪町2丁目、諏訪町3丁目、 

天領町1丁目、天領町2丁目、 

西港町1丁目、 

西港町2丁目（9,23,42〜55を除く） 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

新港町（1,4を除く）、千代町、小川町、 

岬町 

＜駛馬校区＞ 

青葉町、一部町、黄金町1丁目、 

黄金町2丁目、末広町、駛馬町、馬場町、馬

込町1丁目、馬込町2丁目、 

宮原町1丁目、宮原町2丁目、合成町、 

飯田町、臼井町、臼井新町1丁目、 

臼井新町2丁目、沖田町、神田町、桜町、野

添町、 

藤田町（55の2,56の1,56の3,57、 

58の1,58の4,59の2を除く）、 

米生町1丁目 

＜天の原校区＞ 

新勝立町1丁目、新勝立町2丁目、 

新勝立町3丁目、新勝立町4丁目、 

新勝立町5丁目、新勝立町6丁目、 

笹原町1丁目、笹原町2丁目、 

笹原町3丁目、下池町、萩尾町1丁目、 

萩尾町2丁目、東萩尾町、米生町2丁目、馬

渡町、早鐘町、天道町 

＜玉川校区＞ 

大字勝立、大字教楽来、大字櫟野 

＜大牟田中央校区＞ 

西宮浦町、東宮浦町、上官町1丁目、 

上官町2丁目、上官町3丁目、 

上官町4丁目、宮坂町、七浦町、三坑町、 

花園町、宮山町、真道寺町、 

不知火町1丁目、不知火町2丁目、 

不知火町3丁目、浄真町、宝坂町1丁目、 

宝坂町2丁目、一浦町、正山町、昭和町、 

原山町、築町、上町1丁目、上町2丁目、 

有明町1丁目、有明町2丁目、常盤町、 

松浦町、笹林町1丁目、笹林町2丁目、 

左古町、山上町、一本町、東泉町、曙町、 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

出雲町、谷町、泉町、旭町1丁目、 

旭町2丁目、旭町3丁目、栄町1丁目、 

栄町2丁目 

＜平原校区＞ 

通町1丁目（1,2,3を除く）、 

通町2丁目、亀甲町、八本町、大浦町、 

焼石町、瓦町、龍湖瀬町、亀谷町、 

稲荷町、平原町 

＜高取校区＞ 

大字今山、大字歴木 

＜三池校区＞ 

大字三池、大字新町 

＜羽山台校区＞ 

大字白川、大字草木、大字田隈 

＜銀水校区＞ 

大字宮部、大字久福木、大字橘、 

大字吉野、大字甘木 

＜上内校区＞ 

大字上内、大字四ケ、四箇新町1丁目、 

四箇新町2丁目、四箇新町3丁目、 

岩本新町1丁目、岩本新町2丁目 

＜吉野校区＞ 

大字白銀、大字岩本 

＜倉永校区＞ 

大字倉永、大字宮崎 

＜手鎌校区＞ 

大字手鎌、大字岬、大字唐船、昭和開 

福岡県 みやま市 ＜水上校区＞ 

瀬高町小田、瀬高町坂田、瀬高町長田、 

瀬高町廣瀬 

＜清水校区＞ 

瀬高町大草、瀬高町本吉、瀬高町山門 

＜二川校区＞ 

高田町上楠田、高田町下楠田、 

高田町濃施 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

＜岩田校区＞ 

高田町今福、高田町岩津、高田町田尻、 

高田町原 

＜桜舞館校区＞ 

高田町海津、高田町亀谷、高田町竹飯、 

高田町田浦、高田町飯江、高田町舞鶴、                      

山川町尾野、山川町河原内、 

山川町北関、山川町甲田、山川町重冨、 

山川町清水、山川町立山、山川町原町、 

山川町真弓 

福岡県 糟屋郡粕屋町 大隈、江辻、 

長者原東6-9-1,5 及び 7-9,13,14 

自然災害お見舞金 

福岡県 朝倉郡筑前町 櫛木、三箇山、黒岩、三並、畑嶋、坂根、 

上曽根田、下曽根田、三牟田、砥上、赤坂、 

弥永、久光、栗田、森山 

自然災害お見舞金 

佐賀県 佐賀市 全域 自然災害お見舞金 

佐賀県 武雄市 全域 自然災害お見舞金 

佐賀県 唐津市 全域 自然災害お見舞金 

佐賀県 多久市 全域 自然災害お見舞金 

佐賀県 小城市 全域 自然災害お見舞金 

佐賀県 杵島郡江北町 全域 自然災害お見舞金 

佐賀県 西松浦郡有田町 全域 自然災害お見舞金 

佐賀県 三養基郡基山町 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 

佐賀県 三養基郡みやき町 全域 自然災害お見舞金 

佐賀県 東松浦郡玄海町 全域 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 

佐賀県 杵島郡白石町 全域 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 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

麓地区 立石町 

旭地区 西新町 

佐賀県 伊万里市 ＜黒川町＞ 

浦潟、浦分、塩屋、奥野、横野、花房、干潟、 

黒塩、小黒川、真手野、清水、大黒川、 

長尾、椿原、畑川内、福田、牟田、 

名村団地、立目 

＜山代町＞ 

浦之崎、久原一区、久原三区、久原二区、 

向山、城、西大久保、西分、川南、東分、 

楠久、楠久津、福川内、峰、鳴石、野々頭、 

立岩 

＜松浦町＞ 

下分、下平、岳坂、久良木、金石原、宿分、 

上原、上分、村分、中通、東分、藤川内、 

梅岩 

＜大川町＞ 

井手口、駒鳴、戸石川、山口、宿、川原、 

川西、長野、東田代、片竹、立川 

＜大川内町＞ 

岩谷、吉田、市山、市村、小石原、正力坊、 

大川内山、福野、平尾 

＜東山代町＞ 

浦川内、下分、国見、川内野、大久保、 

滝川内、長浜、辻の堂、天神、東大久保、 

日南郷、日尾、福住、福和、里、脇野 

＜南波多町＞ 

井手野、開拓、笠椎、原屋敷、古川、古里、 

高瀬、重橋、小麦原、水留、大曲、大川原、 

谷口、府招下、府招上 

＜二里町＞ 

吉野、金武、古子、作井手、西八谷搦、 

川東、川内、大里、中田、東八谷搦、 

内の馬場、福母 

＜波多津町＞ 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

井野尾、浦、中山、津留主屋、辻、田代、 

筒井、内野、馬蛤潟、煤屋、畑津、板木、 

木場 

＜伊万里地区＞ 

下松島、下土井町、岩立、元町、幸善町、 

今町、松島、上ノ山、上黒尾町、上仲町、 

上土井町、陣内、船屋町、相生町、仲町、 

朝日町、東新町、浜町、平山、弁天町、 

本町一丁目、本町三・四丁目、本町二丁目、 

木須東、立町、蓮池町、脇田、搦町 

＜大坪地区＞ 

あさひが丘、つつじヶ丘、みどりが丘、栄町、 

永山、屋敷野、下古賀、祇園町、上古賀、 

西円蔵寺、東円蔵寺、白野、柳井町、 

六仙寺 

＜牧島地区＞ 

漁港、早里、中通、釘島、本瀬戸、木須西 

＜立花地区＞ 

新天町、中井樋、南ヶ丘、富士町、 

立花台一丁目、立花台三丁目、 

立花台四丁目、立花台二丁目 

佐賀県 神埼市 ＜神崎町＞ 

岩田、平山、二子、城原、朝日、志波屋、 

三谷、小渕、仁比山 

＜脊振町＞ 

広滝東、広滝西、広滝下、岩政倉今、 

一番ヶ瀬、頭服、久保山、鹿路、鳥羽院 

自然災害お見舞金 

佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 吉野ヶ里町松隈 

吉野ヶ里町石動 

吉野ヶ里町三津 ※２１０５－１を含む 

自然災害お見舞金 

長崎県 平戸市 全域 自然災害お見舞金 

長崎県 松浦市 全域 自然災害お見舞金 

長崎県 佐世保市 全域 自然災害お見舞金 

長崎県 北松浦郡佐々町 全域 自然災害お見舞金 

長崎県 北松浦郡小値賀町 全域 自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

長崎県 東彼杵郡東彼杵町 全域 自然災害お見舞金 

長崎県 東彼杵郡波佐見町 全域 自然災害お見舞金 

長崎県 平戸市 全域 自然災害お見舞金 

長崎県 南松浦郡新上五島

町 

＜新魚目地区＞ 

新上五島町浦桑郷、新上五島町榎津郷、 

新上五島町小串郷、新上五島町曽根郷、 

新上五島町立串郷、 

新上五島町津和崎郷、 

新上五島町似首郷、新上五島町丸尾郷 

＜上郷地区＞ 

新上五島町網上郷、新上五島町奈摩郷 

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 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 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、 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

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 

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、 

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、 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

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 

大分県 中津市 ＜本耶馬渓地域＞ 

本耶馬渓町跡田、本耶馬渓町今行、 

本耶馬渓町落合、本耶馬渓町折元、 

本耶馬渓町冠石野、本耶馬渓町下屋形、 

本耶馬渓町曽木、本耶馬渓町多志田、 

本耶馬渓町西谷、本耶馬渓町西屋形、 

本耶馬渓町東谷、本耶馬渓町東屋形、 

本耶馬渓町樋田 

＜耶馬溪地域＞ 

耶馬溪町大島、耶馬溪町大野、 

耶馬溪町小友田、耶馬溪町柿坂、 

耶馬溪町金吉、耶馬溪町冠石野、 

耶馬溪町川原口、耶馬溪町深耶馬、 

耶馬溪町多志田、耶馬溪町栃木、 

耶馬溪町戸原、耶馬溪町中畑、 

耶馬溪町樋山路、耶馬溪町平田、 

耶馬溪町福土、耶馬溪町三尾母、 

耶馬溪町宮園、耶馬溪町山移 

＜山国地域＞ 

山国町宇曽、山国町草本、 

山国町小屋川、山国町槻木、 

山国町長尾野、山国町中摩、 

山国町平小野、山国町藤野木、 

山国町守実、山国町吉野 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

鹿児島県 鹿児島市 全域 自然災害お見舞金 

鹿児島県 姶良市 全域 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 

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 姶良郡湧水町 全域 自然災害お見舞金 

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 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 

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 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

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 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 

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 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

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 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

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 

川辺町 田部田六丁 

川辺町 田部田島 

川辺町 田部田中通 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

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 指宿市 池田全区域 

岩本全区域 

小牧全区域 

新西方全区域 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

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 

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 

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 

自然災害お見舞金 



都道府県 市区町村 町名 支払保険金 

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 

沖縄県 宮古郡多良間村 字塩川 

字仲筋 

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） 

＊2019年8月から受付時間が一部変更になっております。 

 

※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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