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 2019 年（令和元年）10 月 23 日 

 （2019 年（令和元年）10 月 15 日） 

 （2020 年（令和２年）1 月 27 日） 

 

 

 

令和元年台風 19 号により被害を受けられたみなさまへ 

（2019 年（令和元年）10 月 23 日 特別措置適用地域追加ならびに期間延長） 

（2020 年（令和２年）1 月 27 日） 弊社日本支社移転） 

 

現代海上火災保険㈱ 日本支社 

 

 

台風 19 号により被害を受けられたみなさまに謹んでお見舞い申し上げます。 

お客さまからの被害についてのご連絡につきましては、以下の事故受付窓口にて承ってお

りますので、ご案内申し上げます。 

 

 

事故受付窓口 
0120-826-566（平日：午前 9 時～午後 5 時 30 分） 

03-5962-9520（平日：午前 9 時～午後 5 時 30 分） 

 

 

なお、台風 19 号で被害を受けた地域に災害救助法が適用されました。 

弊社では当該地域でご契約いただいているみなさまを対象に、以下の特別措置を実施して

おります。これらの措置の適用をご希望のお客さまは、弊社代理店または末尾の弊社担当

窓口までご連絡ください。 

 

 

 

＜特別措置の内容＞ 

 

(1) 契約の継続手続き 

 

下記記載の地域につきましては、災害救助法が適用された日から令和 2 年 4 月 30 日ま

での間に満期日をむかえるご契約につき、満期日が過ぎてからでも災害救助法が適用さ

れた日から令和 2 年 4 月 30 日までに継続手続きをいただければ、満期日に契約が継続
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されたものとしてお取扱いさせていただきます。 

 

 

(2) 保険料払い込みの猶予 

 

災害救助法が適用された日から令和 2年 4 月 30日までにお支払いいただくべき既存契

約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から令和 2 年 4

月 30 日までその払い込みを延期することができます。 

 

 

 

＜適用地域【第 13 報まで反映】＞ 

 

適用市町村 適用日 

岩手県 宮古市 （みやこし） 大船渡市 （おおふなとし） 久

慈市 （くじし） 一関市 （いちのせきし） 陸前高田

市 （りくぜんたかたし） 釜石市 （かまいしし） 気

仙郡住田町 （けせんぐんすみた ちょう） 上閉伊郡

大槌町 （かみへいぐんおお つちちょう） 下閉伊郡

山田町 （しもへいぐんやま だまち） 下閉伊郡岩泉

町 （しもへいぐんいわ いずみちょう） 下閉伊郡田

野畑村 （しもへいぐんたの はたむら） 下閉伊郡普

代村 （しもへいぐんふだ いむら） 九戸郡野田村 （く

のへぐんのだむ ら） 九戸郡洋野町 （くのへぐんひ

ろの ちょう） 

令和元年 10 月 12 日 

宮城県 仙台市 （せんだいし） 石巻市 （いしのまきし） 塩

竃市 （しおがまし） 気仙沼市 （けせんぬまし） 白

石市 （しろいしし） 名取市 （なとりし） 角田市 （か

くだし） 多賀城市 （たがじょうし） 岩沼市 （いわ

ぬまし） 登米市 （とめし） 栗原市 （くりはらし） 

東松島市 （ひがしまつしまし） 大崎市 （おおさき

し） 富谷市 （とみやし） 刈田郡蔵王町 （かったぐ

んざおう まち） 刈田郡七ヶ宿町 （かったぐんしち

か しゅくまち） 柴田郡大河原町 （しばたぐんおお

が わらまち） 柴田郡村田町 （しばたぐんむらた ま

ち） 柴田郡柴田町 （しばたぐんしばた まち） 柴田

令和元年 10 月 12 日 
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郡川崎町 （しばたぐんかわさ きまち） 伊具郡丸森

町 （いぐぐんまるもり まち） 亘理郡亘理町 （わた

りぐんわたり ちょう）  

適用市町村 適用日 

宮城県 亘理郡山元町 （わたりぐんやまも とちょう） 宮城

郡松島町 （みやぎぐんまつし ままち）宮城郡七ヶ浜

町 （みやぎぐんしちが はままち） 宮城郡利府町 （み

やぎぐんりふち ょう） 黒川郡大和町 （くろかわぐ

んたい わちょう） 黒川郡大郷町 （くろかわぐんお

お さとちょう） 黒川郡大衡村 （くろかわぐんおお 

ひらむら） 加美郡色麻町 （かみぐんしかまち ょう） 

加美郡加美町 （かみぐんかみまち） 遠田郡涌谷町 

（とおだぐんわくや ちょう） 遠田郡美里町 （とお

だぐんみさと まち） 牡鹿郡女川町 （おしかぐんお

なが わちょう） 本吉郡南三陸町 （もとよしぐんみ

な みさんりくちょう） 

令和元年 10 月 12 日 

福島県 福島市 （ふくしまし） 会津若松市 （あいづわかま

つし） 郡山市 （こおりやまし） いわき市 （いわき

し） 白河市 （しらかわし） 須賀川市 （すかがわし） 

喜多方市 （きたかたし） 相馬市 （そうまし）二本

松市 （にほんまつし） 田村市 （たむらし） 南相馬

市 （みなみそうまし） 伊達市 （だてし） 本宮市 （も

とみやし） 伊達郡桑折町 （だてぐんこおりま ち） 伊

達郡国見町 （だてぐんくにみま ち） 伊達郡川俣町 

（だてぐんかわまた まち） 安達郡大玉村 （あだち

ぐんおおた まむら） 岩瀬郡鏡石町 （いわせぐんか

がみ いしまち） 岩瀬郡天栄村 （いわせぐんてんえ 

いむら） 南会津郡下郷町 （みなみあいづぐん しも

ごうまち） 南会津郡桧枝岐村 （みなみあいづぐん ひ

のえまたむら） 南会津郡只見町 （みなみあいづぐん 

ただみまち） 南会津郡南会津町 （みなみあいづぐん 

みなみあいづまち） 耶麻郡磐梯町 （やまぐんばんだ

い まち） 耶麻郡猪苗代町 （やまぐんいなわし ろま

ち） 河沼郡会津坂下町 （かわぬまぐんあい づばん

げまち）河沼郡柳津町 （かわぬまぐんやな いづまち） 

大沼郡三島町 （おおぬまぐんみし ままち） 大沼郡

令和元年 10 月 12 日 
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金山町 （おおぬまぐんかね やままち） 大沼郡会津

美里町 （おおぬまぐんあい づみさとまち） 西白河

郡西郷村 （にししらかわぐん にしごうむら）  

適用市町村 適用日 

福島県 西白河郡泉崎村 （にししらかわぐん いずみざきむ

ら） 西白河郡中島村 （にししらかわぐん なかじま

むら） 西白河郡矢吹町 （にししらかわぐん やぶき

まち） 東白川郡棚倉町 （ひがししらかわぐ んたな

ぐらまち） 東白川郡矢祭町 （ひがししらかわぐ ん

やまつりまち） 東白川郡塙町 （ひがししらかわぐ ん

はなわまち） 東白川郡鮫川村 （ひがししらかわぐ ん

さめがわむら） 石川郡石川町 （いしかわぐんいし か

わまち） 石川郡玉川村 （いしかわぐんたま かわむ

ら） 石川郡平田村 （いしかわぐんひら たむら） 石

川郡浅川町 （いしかわぐんあさ かわまち）石川郡古

殿町 （いしかわぐんふる どのまち） 田村郡三春町 

（たむらぐんみはる まち） 田村郡小野町 （たむら

ぐんおのま ち） 双葉郡広野町 （ふたばぐんひろの 

まち） 双葉郡楢葉町 （ふたばぐんならは まち） 双

葉郡富岡町 （ふたばぐんとみお かまち） 双葉郡川

内村 （ふたばぐんかわう ちむら） 双葉郡大熊町 （ふ

たばぐんおおく ままち） 双葉郡双葉町 （ふたばぐ

んふたば まち） 双葉郡浪江町 （ふたばぐんなみえ 

まち） 双葉郡葛尾村 （ふたばぐんかつら おむら） 相

馬郡新地町 （そうまぐんしんち まち） 相馬郡飯舘

村 （そうまぐんいいた てむら） 

令和元年 10 月 12 日 

茨城県 水戸市 （みとし） 日立市 （ひたちし） 土浦市 （つ

ちうらし） 古河市 （こがし）石岡市 （いしおかし） 

結城市 （ゆうきし） 下妻市 （しもつまし） 常総市 

（じょうそうし） 常陸太田市 （ひたちおおたし） 高

萩市 （たかはぎし） 北茨城市 （きたいばらきし） 笠

間市 （かさまし） つくば市 （つくばし） ひたちな

か市 （ひたちなかし） 守谷市 （もりやし） 常陸大

宮市 （ひたちおおみやし） 那珂市 （なかし） 筑西

市 （ちくせいし） 坂東市 （ばんどうし） かすみが

うら市 （かすみがうらし） 桜川市 （さくらがわし） 

令和元年 10 月 12 日 
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神栖市 （かみすし） 鉾田市 （ほこたし） つくばみ

らい市 （つくばみらいし） 東茨城郡茨城町 （ひが

しいばらきぐ んいばらきまち）  

適用市町村 適用日 

茨城県 東茨城郡大洗町 （ひがしいばらきぐ んおおあらいま

ち） 東茨城郡城里町 （ひがしいばらきぐ んしろさ

とまち）久慈郡大子町 （くじぐんだいごま ち） 結

城郡八千代町 （ゆうきぐんやちよ まち） 猿島郡境

町 （さしまぐんさかい まち） 

令和元年 10 月 12 日 

栃木県 宇都宮市 （うつのみやし） 足利市 （あしかがし） 栃

木市 （とちぎし） 佐野市 （さのし） 鹿沼市 （か

ぬまし） 日光市 （にっこうし） 大田原市 （おおた

わらし） 矢板市 （やいたし） 那須塩原市 （なすし

おばらし） さくら市 （さくらし） 下野市 （しもつ

けし） 河内郡上三川町 （かわちぐんかみの かわま

ち） 芳賀郡茂木町 （はがぐんもてぎま ち） 芳賀郡

市貝町 （はがぐんいちかい まち 下都賀郡壬生町 

（しもつがぐんみぶ まち） 塩谷郡塩谷町 （しおや

ぐんしおや まち）塩谷郡高根沢町 （しおやぐんたか

ね ざわまち） 那須郡那須町 （なすぐんなすまち） 那

須郡那珂川町 （なすぐんなかがわ まち） 

令和元年 10 月 12 日 

群馬県 前橋市 （まえばしし） 高崎市 （たかさきし） 桐生

市 （きりゅうし） 伊勢崎市 （いせさきし） 太田市 

（おおたし） 沼田市 （ぬまたし） 館林市 （たてば

やしし） 渋川市 （しぶかわし） 藤岡市 （ふじおか

し） 富岡市 （とみおかし） 安中市 （あんなかし） 

みどり市 （みどりし） 北群馬郡榛東村 （きたぐん

まぐんし んとうむら） 北群馬郡吉岡町 （きたぐん

まぐんよ しおかまち） 多野郡上野村 （たのぐんう

えのむ ら） 多野郡神流町 （たのぐんかんなま ち） 

甘楽郡下仁田町 （かんらぐんしもにたまち）甘楽郡

南牧村 （かんらぐんなんも くむら） 甘楽郡甘楽町 

（かんらぐんかんら まち） 吾妻郡中之条町 （あが

つまぐんなか のじょうまち） 吾妻郡長野原町 （あ

がつまぐんなが のはらまち） 吾妻郡嬬恋村 （あが

つまぐんつま ごいむら） 吾妻郡草津町 （あがつま

令和元年 10 月 12 日 
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ぐんくさ つまち） 吾妻郡高山村 （あがつまぐんた

か やまむら） 吾妻郡東吾妻町 （あがつまぐんひが 

しあがつままち） 

適用市町村 適用日 

群馬県 利根郡みなかみ町 （とねぐんみなかみ まち） 佐波

郡玉村町 （さわぐんたまむら まち） 邑楽郡千代田

町 （おうらぐんちよだ まち） 邑楽郡大泉町 （おう

らぐんおおい ずみまち） 邑楽郡邑楽町 （おうらぐ

んおうら まち） 

令和元年 10 月 12 日 

埼玉県 さいたま市 （さいたまし） 川越市 （かわごえし） 熊

谷市 （くまがやし） 川口市 （かわぐちし）行田市 （ぎ

ょうだし） 秩父市 （ちちぶし） 所沢市 （ところざ

わし） 飯能市 （はんのうし） 本庄市 （ほんじょう

し） 東松山市 （ひがしまつやまし） 春日部市 （か

すかべし） 狭山市 （さやまし） 深谷市 （ふかやし） 

上尾市 （あげおし） 越谷市 （こしがやし） 蕨市 （わ

らびし） 戸田市 （とだし） 入間市 （いるまし） 朝

霞市 （あさかし） 志木市 （しきし） 和光市 （わ

こうし） 新座市 （にいざし） 桶川市 （おけがわし） 

八潮市 （やしおし） 富士見市 （ふじみし） 坂戸市 

（さかどし） 鶴ヶ島市 （つるがしまし） 日高市 （ひ

だかし） ふじみ野市 （ふじみのし）入間郡三芳町 （い

るまぐんみよし まち） 入間郡毛呂山町 （いるまぐ

んもろや ままち） 入間郡越生町 （いるまぐんおご

せ まち） 比企郡滑川町 （ひきぐんなめがわ まち） 

比企郡嵐山町 （ひきぐんらんざん まち） 比企郡小

川町 （ひきぐんおがわま ち） 比企郡川島町 （ひき

ぐんかわじま まち） 比企郡吉見町 （ひきぐんよし

みま ち） 比企郡鳩山町 （ひきぐんはとやま まち） 

比企郡ときがわ町 （ひきぐんときがわ まち） 秩父

郡横瀬町 （ちちぶぐんよこぜ まち） 秩父郡皆野町 

（ちちぶぐんみなの まち） 秩父郡長瀞町 （ちちぶ

ぐんながと ろまち） 秩父郡小鹿野町 （ちちぶぐん

おがの まち） 秩父郡東秩父村 （ちちぶぐんひがし 

ちちぶむら） 児玉郡美里町 （こだまぐんみさと ま

ち）児玉郡神川町 （こだまぐんかみか わまち） 児

令和元年 10 月 12 日 
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玉郡上里町 （こだまぐんかみさ とまち） 大里郡寄

居町 （おおさとぐんより いまち） 

 

適用市町村 適用日 

東京都 墨田区 （すみだく） 大田区 （おおたく） 世田谷区 

（せたがやく） 豊島区 （としまく） 北区 （きたく） 

板橋区 （いたばしく） 練馬区 （ねりまく） 八王子

市 （はちおうじし） 立川市 （たちかわし） 青梅市 

（おうめし） 府中市 （ふちゅうし） 昭島市 （あき

しまし） 調布市 （ちょうふし） 町田市 （まちだし） 

小金井市 （こがねいし） 日野市 （ひのし） 福生市 

（ふっさし） 狛江市 （こまえし） 東大和市 （ひが

しやまとし）武蔵村山市 （むさしむらやまし） 多摩

市 （たまし） 稲城市 （いなぎし） 羽村市 （はむ

らし） あきる野市 （あきるのし） 西多摩郡瑞穂町 

（にしたまぐんみず ほまち） 西多摩郡日の出町 （に

したまぐんひの でまち） 西多摩郡檜原村 （にした

まぐんひの はらむら） 西多摩郡奥多摩町 （にした

まぐんおく たまちょう） 

令和元年 10 月 12 日 

神 奈 川

県 

川崎市 （かわさきし） 相模原市 （さがみはらし） 平

塚市 （ひらつかし） 小田原市 （おだわらし） 茅ヶ

崎市 （ちがさきし） 秦野市 （はだのし） 厚木市 （あ

つぎし） 伊勢原市 （いせはらし） 海老名市 （えび

なし） 座間市 （ざまし） 南足柄市 （みなみあしが

らし） 高座郡寒川町 （こうざぐんさむか わまち）

足柄上郡大井町 （あしがらかみぐん おおいまち） 足

柄上郡松田町 （あしがらかみぐん まつだまち） 足

柄上郡山北町 （あしがらかみぐん やまきたまち） 足

柄下郡箱根町 （あしがらしもぐん はこねまち） 足

柄下郡湯河原町 （あしがらしもぐん ゆがわらまち） 

愛甲郡愛川町 （あいこうぐんあい かわまち） 愛甲

郡清川村 （あいこうぐんきよ かわむら） 

令和元年 10 月 12 日 

新潟県 上越市 （じょうえつし） 糸魚川市 （いといがわし） 

妙高市 （みょうこうし） 
令和元年 10 月 12 日 

山梨県 富士吉田市 （ふじよしだし） 都留市 （つるし） 山

梨市 （やまなしし） 大月市 （おおつきし） 韮崎市 
令和元年 10 月 12 日 
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（にらさきし） 南アルプス市 （みなみあるぷすし） 

北杜市 （ほくとし） 笛吹市 （ふえふきし） 上野原

市 （うえのはらし） 

適用市町村 適用日 

山梨県 甲州市 （こうしゅうし） 西八代郡市川三郷町 （に

しやつしろぐん いちかわみさとちょ う） 南巨摩郡

早川町 （みなみこまぐんは やかわちょう） 南巨摩

郡身延町 （みなみこまぐんみ のぶちょう） 南巨摩

郡南部町 （みなみこまぐんな んぶちょう） 南巨摩

郡富士川町 （みなみこまぐんふ じかわちょう） 南

都留郡道志村 （みなみつるぐんど うしむら） 南都

留郡鳴沢村 （みなみつるぐんな るさわむら） 南都

留郡富士河口湖 町 （みなみつるぐんふ じかわぐち

こまち） 北都留郡小菅村 （きたつるぐんこす げむ

ら） 北都留郡丹波山村 （きたつるぐんたば やまむ

ら） 

令和元年 10 月 12 日 

長野県 長野市 （ながのし） 松本市 （まつもとし） 上田市 

（うえだし） 岡谷市 （おかやし） 諏訪市 （すわし） 

須坂市 （すざかし）小諸市 （こもろし） 伊那市 （い

なし） 中野市 （なかのし） 飯山市 （いいやまし） 

茅野市 （ちのし） 塩尻市 （しおじりし） 佐久市 （さ

くし） 千曲市 （ちくまし） 東御市 （とうみし） 安

曇野市 （あづみのし） 南佐久郡小海町 （みなみさ

くぐんこ うみまち） 南佐久郡川上村 （みなみさく

ぐんか わかみむら） 南佐久郡南牧村 （みなみさく

ぐんみ なみまきむら） 南佐久郡南相木村 （みなみ

さくぐんみ なみあいきむら） 南佐久郡北相木村 （み

なみさくぐんき たあいきむら） 南佐久郡佐久穂町 

（みなみさくぐんさ くほまち） 北佐久郡軽井沢町 

（きたさくぐんかる いざわまち）北佐久郡御代田町 

（きたさくぐんみよ たまち） 北佐久郡立科町 （き

たさくぐんたて しなまち） 小県郡青木村 （ちいさ

がたぐんあ おきむら） 小県郡長和町 （ちいさがた

ぐんな がわまち） 諏訪郡下諏訪町 （すわぐんしも

すわ まち） 諏訪郡富士見町 （すわぐんふじみま ち） 

諏訪郡原村 （すわぐんはらむら） 上伊那郡辰野町 

令和元年 10 月 12 日 
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（かみいなぐんたつ のまち） 上伊那郡宮田村 （か

みいなぐんみや たむら） 木曽郡木曽町 （きそぐん

きそまち）  

適用市町村 適用日 

長野県 東筑摩郡麻績村 （ひがしちくまぐん おみむら） 東

筑摩郡生坂村 （ひがしちくまぐん いくさかむら） 東

筑摩郡筑北村 （ひがしちくまぐん ちくほくむら） 埴

科郡坂城町 （はにしなぐんさか きまち） 上高井郡

小布施町 （かみたかいぐんお ぶせまち）上高井郡高

山村 （かみたかいぐんた かやまむら） 下高井郡山

ノ内町 （しもたかいぐんや まのうちまち） 下高井

郡木島平村 （しもたかいぐんき じまだいらむら） 下

高井郡野沢温泉村 （しもたかいぐんの ざわおんせん

むら） 上水内郡飯綱町 （かみみのちぐんい いづな

まち） 下水内郡栄村 （しもみのちぐんさ かえむら） 

令和元年 10 月 12 日 

栃木県 小山市 （おやまし）那須烏山市 （なすからすやま し） 令和元年 10 月 12 日 

静岡県 伊豆の国市 （いずのくにし） 田方郡函南町 （たが

たぐんかん なみちょう） 
令和元年 10 月 12 日 

 

 

＜特別措置に関するご連絡先＞ 

日本支社  03-5962-9500（代） 

（平日：午前 9 時～午後 5 時 30 分） 

〒100-0005 

東京都千代田区丸の内１－７－１２ 

サピアタワー１９Ｆ 

大阪営業部 06-6245-5447 

（平日：午前 9 時～午後 5 時 30 分） 

〒542-0081 

大阪府大阪市中央区南船場 3-11-18 

    郵政福祉心斎橋ビル 7F 

 

以上 


