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した。

甚大な被害をもたらした大規模自然災害を振り返り、今後どのような対策が必要

※風水災等による保険金支払い
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風災・水災は台風による被害が上位を占めていますが、近年はゲリラ豪雨による浸水被害

も懸念されています。

では

◆浸水被害
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◆強風被害
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まずは人的被害を避けることが最

危険が去った後は

めに

(注)

認し

 

 

2018 年度は大阪府北部地震、平成

た。被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

甚大な被害をもたらした大規模自然災害を振り返り、今後どのような対策が必要

※風水災等による保険金支払い

順位 災 

 平成 30

 平成 3

 平成 16

 平成 26

 平成 11

風災・水災は台風による被害が上位を占めていますが、近年はゲリラ豪雨による浸水被害

も懸念されています。

では、大雨や台風から身を守るにはどうすれば

浸水被害 

 安全な場所、危険な場所、非難する場所をハザードマップで

ハザードマップは当社にて

 ゲリラ豪雨等は

しましょう

強風被害 

 屋根や看板等、何が飛んでくるかわから

 屋内でも、

しょう。 

まずは人的被害を避けることが最

危険が去った後は

めに火災保険や自動車保険等に加入

)保険の補償内容によっては、

認しておきましょう。

年度は大阪府北部地震、平成

被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

甚大な被害をもたらした大規模自然災害を振り返り、今後どのような対策が必要

※風水災等による保険金支払い

 害 名 

30 年台風 21

3 年台風 19 号

16 年台風 18

26 年 2 月雪害

11 年台風 18

風災・水災は台風による被害が上位を占めていますが、近年はゲリラ豪雨による浸水被害

も懸念されています。 

大雨や台風から身を守るにはどうすれば

安全な場所、危険な場所、非難する場所をハザードマップで

ハザードマップは当社にて

ゲリラ豪雨等は、急に危険にさらされる場合

しましょう。 

屋根や看板等、何が飛んでくるかわから

、物が窓ガラスを割って部屋に

まずは人的被害を避けることが最

危険が去った後は、家屋や自動車等の物の被害が発生している可能性があります

火災保険や自動車保険等に加入

保険の補償内容によっては、

ておきましょう。 

 Ｍ・Ｉ・Ｇ通信

年度は大阪府北部地震、平成 30

被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

甚大な被害をもたらした大規模自然災害を振り返り、今後どのような対策が必要

※風水災等による保険金支払い 

21 号 大阪・京都・兵庫等

号 

18 号 

月雪害 

18 号 熊本・山口・福岡等

一般社団法人日本損害保険協会ＨＰより抜粋（

風災・水災は台風による被害が上位を占めていますが、近年はゲリラ豪雨による浸水被害

大雨や台風から身を守るにはどうすれば

安全な場所、危険な場所、非難する場所をハザードマップで

ハザードマップは当社にてご提供

急に危険にさらされる場合

屋根や看板等、何が飛んでくるかわから

物が窓ガラスを割って部屋に

まずは人的被害を避けることが最も重要です。

家屋や自動車等の物の被害が発生している可能性があります

火災保険や自動車保険等に加入することをおすすめいたします。

保険の補償内容によっては、十分な補償を受けることができない

Ｍ・Ｉ・Ｇ通信

30 年 7 月豪雨、台風

被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

甚大な被害をもたらした大規模自然災害を振り返り、今後どのような対策が必要

地 域 

大阪・京都・兵庫等

全国 

全国 

関東中心 

熊本・山口・福岡等

一般社団法人日本損害保険協会ＨＰより抜粋（

風災・水災は台風による被害が上位を占めていますが、近年はゲリラ豪雨による浸水被害

大雨や台風から身を守るにはどうすれば良い

安全な場所、危険な場所、非難する場所をハザードマップで

提供いたしますので

急に危険にさらされる場合

屋根や看板等、何が飛んでくるかわからず危険なので

物が窓ガラスを割って部屋に飛び込んでくる

重要です。 

家屋や自動車等の物の被害が発生している可能性があります

することをおすすめいたします。

十分な補償を受けることができない

 

Ｍ・Ｉ・Ｇ通信
 

月豪雨、台風 21

被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

甚大な被害をもたらした大規模自然災害を振り返り、今後どのような対策が必要

大阪・京都・兵庫等 2018

1991

2004

 

熊本・山口・福岡等 1999

一般社団法人日本損害保険協会ＨＰより抜粋（

風災・水災は台風による被害が上位を占めていますが、近年はゲリラ豪雨による浸水被害

良いのでしょうか。

安全な場所、危険な場所、非難する場所をハザードマップで

いたしますので、お気軽にお声掛けください

急に危険にさらされる場合があるので、気象情報等をこまめに確認し、事前に避難を

ず危険なので、

飛び込んでくる

 

家屋や自動車等の物の被害が発生している可能性があります

することをおすすめいたします。

十分な補償を受けることができない

株式会社

大阪市中央区博労町

TEL

Ｍ・Ｉ・Ｇ通信 8

21 号・台風 24

被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

甚大な被害をもたらした大規模自然災害を振り返り、今後どのような対策が必要

年 月 

2018 年 9 月 3

1991 年 9 月 26

2004 年 9 月 4

2014 年

1999 年 9 月 21

一般社団法人日本損害保険協会ＨＰより抜粋（

風災・水災は台風による被害が上位を占めていますが、近年はゲリラ豪雨による浸水被害

のでしょうか。 

安全な場所、危険な場所、非難する場所をハザードマップで事前に把握し

、お気軽にお声掛けください

あるので、気象情報等をこまめに確認し、事前に避難を

、不要不急の

飛び込んでくることがあるため、カーテンを閉め窓から離れま

家屋や自動車等の物の被害が発生している可能性があります

することをおすすめいたします。

十分な補償を受けることができない場合が

株式会社 M・I

大阪市中央区博労町

TEL：06-6210

8 号 

24 号などの大規模災害が相次いで発生

被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 

甚大な被害をもたらした大規模自然災害を振り返り、今後どのような対策が必要

 日 

3 日～5日 

26 日～28 日

4 日～8日 

年 2月 

21 日～25 日

一般社団法人日本損害保険協会ＨＰより抜粋（

風災・水災は台風による被害が上位を占めていますが、近年はゲリラ豪雨による浸水被害

事前に把握しておきましょう

、お気軽にお声掛けください

あるので、気象情報等をこまめに確認し、事前に避難を

不要不急の外出は控えましょう。

ことがあるため、カーテンを閉め窓から離れま

家屋や自動車等の物の被害が発生している可能性がありますので、大切な

することをおすすめいたします。 

場合があります

I・G 

大阪市中央区博労町 1-7

6210-5564 FAX

号などの大規模災害が相次いで発生

甚大な被害をもたらした大規模自然災害を振り返り、今後どのような対策が必要か考えましょう。

支払保険金（億円）

 10,678

日 5,680

 3,874

3,224

日 3,147

一般社団法人日本損害保険協会ＨＰより抜粋（2019 年 3

風災・水災は台風による被害が上位を占めていますが、近年はゲリラ豪雨による浸水被害や竜巻による被害

ておきましょう

、お気軽にお声掛けください。 

あるので、気象情報等をこまめに確認し、事前に避難を

控えましょう。

ことがあるため、カーテンを閉め窓から離れま

ので、大切な

ありますので、事前に内容を確

7-7 中央博労町ビル

FAX：06-6210-

号などの大規模災害が相次いで発生

考えましょう。 

支払保険金（億円）

10,678 

5,680 

3,874 

3,224 

3,147 

3 月 31 日現在）

や竜巻による被害

ておきましょう。 

あるので、気象情報等をこまめに確認し、事前に避難を

控えましょう。 

ことがあるため、カーテンを閉め窓から離れま

ので、大切な資産を守るた

事前に内容を確

中央博労町ビル 401

-5569 

号などの大規模災害が相次いで発生

支払保険金（億円） 

日現在） 

や竜巻による被害

あるので、気象情報等をこまめに確認し、事前に避難を

ことがあるため、カーテンを閉め窓から離れま

るた

事前に内容を確

401 


