
Ｊｌｉ，ｌＳ住宅再建ま＝ミ；湊＝ｌま
フェニックス共済

自然災害から守り たい 「住 まい 」と 「く らし」

今後、もしも ！！
南海 トラ フ地震が発生 したら

加・ ３０ 年Ｊス｜メｉｌの発生確率 最大 ８０ ９６！

加・ 県内 の被害想定な半壊 ２１ ．５ 万棟！

問い合わせてね！
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所有されている方なら、どなたでも加入できます、

［ｈ］年ＳＳ，０００ １＝ｌｉｌ　 、雪悶ごｒけ　 詳しくは下記へ
住宅の損害割合２０（１４）以上の被害で

（回）ｌｉ・ ・入したｊ１台・ト最大６００万円給付！
（几）補修した場合■■■ ■■ ド最大２００万ＦＥｌｅｌ・万言

お問い合わせ

活断層地震が発生 したら
Ｓ・ 油断できない 「ＬＬＩ崎断皿」 「上町断層帯」など

大や台風が直撃したら

豪雨によ る災害が発生 したら

ＪＥｉ；湊１が奥Ｓする常リ１だから、 小さな蚰！でま心・安な！

２Ｅａ只オ回１大人兵庫県住宅再建共済基金

ｒｉｉｇｓ　０７８－３７１－１０００　（ｉ日９＝００～ １７＝００）

「加入ＥＩヨ込書付きパンフレット」は、県庁・

県Ｓ局・ 県Ｒセンター ・市役所 ・回丿役場・

郵便局（ＳＳＳ・局ほく） にあります。
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＊加入申 ｉ入書は ダウ ンロ ードでき ます＊

クレジッ トカードでのお支払いの方は、
インターネッ トからのご加入が便利です！
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Ｊｌｉ＝ｌ・住宅再建まを湊ｌ・フェニックスＪ＝ｔｌ
ほ神 ・淡路大震災の教訓を生か して、兵庫県が実施している制度です

【給付について】
・■されまし たら 、まずは住きの所在ｔ市ｌＴに被害Ｓｔをま縦し 、「 り・ｎＥＩ・」の交付を受けて くだ さい。
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大規模半壊（４０ Ｓｊズ上 ５０ （う４） 未満） １００万 Ｆ９

回．半ｌ （２０７゙収１、上４０９／１）未満） ５０万ＦＩ

【ａｆせについて】住宅再建共済と回様に、 「リ災・回書」の

交付を受 けて ください。
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大規模半壊 ３５ 万ＦＸヨ 床上 浸水 １５ 万Ｐヨ

１
ｔ震 ・津波・ 豪ｍ ・台 Ｘ・

地す べり ・竜巻な ど、

あら ゆる 自然 災害 による

被害が対象です。

３地震保険や他の共済に加入 して いて も加 入で き、

給付が受けられます。

２ｔ・の築年数や規模、構造等と関係なく、

定額負担で定額給付
です。

●
地震保険・ｆｔ！１の共済
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ＥＩ ４庫 リＲ ぐ燃ミｕ人４庫リＲイ１４ｒ肖ＩＪ＝ほ１１ 回匹］回颱］ＥＥＩ、
神ＪＥｉ市中央１中ぽ』手ａ６ 丁目 １番 １１１（兵庫・・ Ｅ日庁舎 ２階）
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ｓｔｌｗ■年額１ ，５００ 円で

｜二二２１年額１ ，０００ Ｆ９で

最大 ５０ 万Ｐ＝Ｉ ＳＭ！
加入対象 者　 県内 の住 宅に お住 まい の方

－

対象家財　 きも の中 にある１ての家只オ（ １つ のまさに ＩＲ加）

準　半　壊（ １０ ゛Ｚ戉１、上 ２０ （Ｍ）未ＩＳ） ２５万ＦＩ １０万ＦＩ

ご加入いただくこ とにより 、平常時から資金を寄せ合い、 自然災害で

被害を受けた住宅と家財の再建や購入を支援する共助のしくみです

ＳＩ；ｌｉｌ に住宅をお持ちの方の
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損害割合 ２０ ９も 以上

年額 ５， ０００ＦＩで
再建 ・補修時等に

最大 ６００万ＦｇＳＭ・

１

Ｗ

損害割合１０Ｓ以上２０‘Ｍ）未満

年額 ５００Ｐ＝ＥＩで

補修時等に

―
－

加入対象者　 ｔ内 にＦ建て、ｊｌマ ンシ ョン、１１１ｔｔ等をお１きちの力

対象住宅　 Ｓ内 にあ る住宅（ １つ の住宅に へ顎．約）

最大 ２５万ＦＩＳＭ ―
―

加入対象者　 住・ ｉｇ・・・に ご力口入 の力

損害割合１０ （Ｍ）未満は給付対象外です
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