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被災者の皆さんへ
この度の地震により、被害に遭われた皆さんは不便な生活を強いられていることと思い
ます。１日でも早く落ち着いた生活を取り戻すことができるよう、支援してまいります。

被災による心の不調はありませんか
緊迫した状態が続くと体にも心にもいろいろなストレスがかかりま
す。高齢者の場合、症状がはっきり現れないことがあります。次のよう
な症状はありませんか。

どうき

・頭痛、めまい、吐き気、下痢、胃痛、動悸、しびれなどが取れない。
・気が高ぶって寝つきが悪くなったり、途中で目が覚めたりする。
・食欲が落ちる。
・疲れやすく、体がだるい。
・災害の体験に関連した内容の不快な夢をみる。
・災害の体験に関連した光景が、突然繰り返しよみがえって不快となる。
・以前に比べて、活力や集中力が低下している。
・物音などちょっとした刺激にもびくっとしてしまう。
・以前に比べて、イライラして怒りっぽくなる。
・涙が止まらない。
・なんとなく落ち着かない。
・強い不安や心配、恐れの気持ちがわく。
・誰とも話す気にならない。
・考えがまとまらない。
■対策
・生活リズムをなるべく崩さず、栄養・睡眠をしっかりとるようにしま
しょう。

健康保険証がない場合も
医療機関を受診できます
被災に伴い、健康保険証を紛失
あるいは自宅に残したまま避難し
ている場合であっても、病院や薬
局などの医療機関の窓口で申し出
ることにより、健康保険証などを
持参していなくても受診できます。
【申し出る事項】
①氏名
②生年月日
③連絡先
（電話番号など）
④ 被用者保険の人
事業所名
国民健康保険、後期 住所
高齢者医療制度の人
※健康保険証を紛失した場合、被用者保険
の人は事業所、国民健康保険または後期
高齢者医療制度の人は保険年金課窓口で
再交付を受けることができます。再交付
には申請が必要です。
保険年金課
（あ２２−８１
２４）

・深呼吸をしてリラックスしましょう。

エコノミークラス症候群予防①

・家族同士、ご近所同士で声をかけ合いましょう。

こまめな水分補給と足の運動を心が
けましょう。

・自分の気持ちを言葉にしてみましょう。ただし無理に話すことはあり
ません。
■症状が改善しないときは、ご相談ください。
保健センター
（あ２６−５６７０）
、中部総合事務所福祉保健局
（あ２３−３１
４７）
、鳥取県立精神
保健福祉センター
（あ０８５７−２１−３０３１）

足指をグーパーする

ふくらはぎを
軽くもむ
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受給者証がない場合も
医療機関を受診できます

国民年金保険料の特例
免除について

後期高齢者医療保険に関
する減免について

地震により自立支援医療受給者

災害により、住宅・家財などの

保険料の減免、一部負担金の猶

証を紛失あるいは家庭に残したま

価格の概ね２分の１以上の損害を

予を受けられる場合があります。

ま避難しており、医療機関で提示

受け、国民年金保険料の納付が困

保険料の減免

ができない場合、受給者証の交付

難な場合は、申請により特例免除

を受けていることを申し出て、氏

が受けられる場合があります。

名・生年月日、住所を確認するこ

対象は、被災した前月から翌々

とで受診することができます。

年の６月分まで。

震災により現に居住する住宅ま
たは家財などについて、損害が
あった場合。
一部負担金の減免

また、緊急の場合は、自立支援

【対象者】
国民年金第一号被保険者

災害により住宅、家財そのほか

医療受給者証に記載された医療機

のうち、被保険者、配偶者、世帯

の財産に損害を受けたことにより

関以外の医療機関でも受診するこ

主などが所有する住宅・家財など

生活が困難となった場合。

とができます。

の価格の概ね２分の１以上の損害

保険年金課
（あ２２−８１
２４）

福祉課
（あ２２−８１
１
８）
、
子ども家庭課
（あ

を受けた人
持 ①被災状況届

２２−８２２０）

②り災証明書 ※交付済の場合のみ

定期の予防接種は居住地
以外でも接種できます
定期の予防接種の対象者で、震
災のために居住地で予防接種を受
けることが困難な場合はご連絡く
ださい。
保健センター
（あ２６−５６７０）

③年金手帳
④印鑑
申

保険年金課
（あ２２−８１
２４）
または日

本年金機構倉吉年金事務所
（あ２６−５３１
１）

国民健康保険に関する減
免について
保険料の減免、一部負担金の猶

エコノミークラス症候群予防②
ゆったりとした服装や、変圧機能
ソックスなどで足の血流を促しま
しょう。
つま先を引き
上げる

納期限の延長
災害発生日以降に納期が到来す
るものについて、納期限までの納
付が困難な場合、災害対策本部が
閉鎖した日から２か月を限度に納
期限を延長することができます。
※延長終了後も納付困難な場合は、１年を
限度に徴収を猶予することができます。

予を受けられる場合があります。

※り災証明書は必要ありません。

保険料の減免

減免

震災により現に居住する住宅ま

災害発生日以降に納期が到来す

たは家財などについて、損害が

るものについて、損害の程度によ

あった場合。

り個人市民税と固定資産税が減免

一部負担金の減免

となる場合があります。

災害により死亡もしくは障が
い、または資産に重大な損害を受

足首を回す

市税について特例制度が
適用されます

けたことにより生活が困難となっ
た場合。
足を上下する

保険年金課
（あ２２−８１
２４）

申請には、
り災証明書が必要です。
※り災証明書の内容をもとに、減免の該当
者には通知する予定としています。

また、減免を適用した税額につ
いて、既に納付済みであっても還
付で対応します。
税務課
（あ２２−８１
１
４）

上下水道料金の減額について
【減額対象者】
上下水道全使用者
【減額の方法】
地震後初回、前回、前年同期、それぞれの検針値のうち最も少ない値で再計算いたします。申
請は必要ありません。
【ご注意ください】
減額の対象は、地震後初回検針分の料金
（１１月検針の人は１１月と１２月請求分。１２
月検針の人は１２月と１月請求分。毎月検針の人は１１月請求分）
となります。
水道局
（あ２６−１
０３１）
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り災証明書について

住家被害報告窓口
（受付時間：午前９時〜午後５時）
受付場所：第５会議室
（本庁舎西玄関前）
／あ２７−０５１５

り災証明書とは、地震や台風、津波などの天災や火

り災証明書が発行されると、公的支援や民間支援な

災などの災害により、住居が被害を受けた場合に、そ

ど各種の支援を受けられる場合があります。税金や健

の被害の程度に応じて自治体が被害認定して発行する

康保険料の減免、生活再建支援金の支給などを受ける

証明書のことです。

ことができます。

!

家屋の
「り災証明書」
発行までの流れ

すでに修繕などが終了してお

り、市が直接り災状況を確認でき
ない場合には、必ず詳細な修繕前

1

電話または住家被害報告窓口にて
被害届を行ってください。

の写真・修繕したときの領収書な
どを保存しておいてください。
【注意事項】
・調査対象家屋が多いため、調査

2

日がいつになるかご案内はでき

被害届のあった家屋に調査員が訪問し、
被害規模の判定を行います。

ない状態です。
・調査に際し、事前のご連絡はい
たしません。
・調査は、家屋の外観のみで行い

3

調査が完了したら、調査日・調査番号を記した
「調
査済証」
をお渡しまたはご自宅ポストに投函します。

ます。不在でも実施します。
・破損箇所についての修理につい
ては補修しても問題ありません
が、できるだけ写真撮影など記
録をお願いします。
・修理を行った場合で、不在時に

4

調査の終了した人について、準備が整い次第、交付
申請書の用紙を同封し、順次案内を差し上げます。

調査したとき、写真の確認がで
きないため、被害判定に反映さ
れない場合があります。その場
合には、被害調査に基づく
「り災
証明書」受領後に、内容に不服

5

があれば詳細調査を再度実施し

案内のあった人で、り災証明書の必要な人は、記入
した申請書を郵送で市役所に提出してください。

ますので、その際に記録された
内容をご提示ください。
・り災証明書発行についてのご案
内は、ホームページなどでお知

6

らせしますので随時ご確認くだ

「り災証明書」
を郵送します。

さい。

り災証明書が必要な被災者支援制度
制度

担当課

問合先

被災者住宅再建支援補助金

防災安全課

22-8162

制度

担当課

問合先

介護保険料の減免

長寿社会課

22-7851

被災者住宅修繕支援金
（県・市）

防災安全課

22-8162

保育所保育料の減免

子ども家庭課

22-8100

市税の猶予・減免

税務課

22-8114

後期高齢者保険料の減免

保険年金課

22-8151

国民健康保険料の減免

保険年金課

22-8151

後期高齢者医療費の一部免除

保険年金課

22-8151
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お子さんのいらっしゃる
ご家庭の方へ
心理的ストレスなどにより、心

震災に便乗した各種犯罪に注意してください！
【被害に遭わないためのポイント】
・避難などで家を離れる場合や、車から離れる場合には、短時間でも

や体の不調が現れることがありま

鍵をかける。

す。特に子どもの不調は、身体症

・避難先への避難、家を留守にするときは貴重品を忘れずに。

状や困った行動として現れること

・家屋の修理などを申し出る人がいても、家族や知人に相談するなど

があります。

して、安易に応じない。

子どものストレス反応

・修繕・修理の契約は書面で契約する。

・赤ちゃん返りや過剰な甘え

・知らない相手からのお金に関わる電話には応じない。

・わがままを言ったり、欲張りに

倉吉警察署
（あ２６−７１
１
０）
、警察総合相談窓口
（＃９１
１
０）

なったり、反抗的・粗暴な言動
・年齢不相応に大人びた態度をとる
・勉強や遊びに集中できない

特別金融支援事業を創
設します

・頭痛や脱力感、食欲低下、吐き
気などの訴え。喘息や皮膚炎な

復興支援利子補給制度

どのアレルギー症状

５年間無利子化

日常生活で心がけてあげましょう

被災建物修繕等総合相談窓口
【相談時間】
午前９時〜午後５時

復興支援保証料軽減補助制度

・家族が一緒にいる時間を増やし、

建物の被害を受けた人
の相談窓口があります

建物被害を受けた人に対し、瓦

子どもが話すことをきちんと聞

５年間保証料を軽減

工事業組合などを紹介します。

いてあげましょう。

商工課
（あ２２−８１
２９）

※個別の業者のあっせんは行いません。

・食事や睡眠などの生活リズムを

被災中小企業・小規模
事業者対策を行います

崩さないようにしましょう。
・行動に変化があっても、むやみ
に叱ったり、突き放したりせず、
受け止めてあげましょう。
・気をつかう頑張り屋の子どもは、
負担が大きくなりすぎないよう

があるときには

居住していた住宅が損傷または
インフラの寸断などにより、長期

鳥取県よろず支援拠点
（あ０８５７−３１−

にわたり居住できない場合で、県
営住宅の入居を希望する場合は、

被災した建物の片づけや取り壊

所属している園や学校の先生、

公営住宅の相談窓口

倉吉商工会議所
（あ２２−２１
９１）

古文書などを処分する
前にご一報ください

症状が長引いたり、気になる様子

あ２３−３１３９

災害に関する特別相談窓口

５５５５）

気をつけてあげましょう。

所 中部総合事務所２号館２階

以下の窓口にご相談ください。
鳥取県住まいまちづくり課
（あ０８５７−２６
−７３９９ 相談時間：午前８時半〜午後５時
１
５分）

保健センター、またはお近くの子

しの際に所蔵する古文書や民俗資

市営住宅の空き状況などについ

育て支援センターにまずは相談し

料があれば、処分せず、事前に文

ては、
以下の窓口にご相談ください。

ましょう。

化財課までご連絡ください。
文化財課
（あ２２−４４１
９）

保健センター
（あ２６−５６７０）

建築住宅課
（あ２２−８１
７５ 相談時間：
午前８時半〜午後５時１
５分）

子育て総 合 支 援センター
「おひさま」
（あ２２−３９１
４）

イベント中止のお知らせ

ショートステイ、トワイラ
イトステイ事業について

イベント名

家庭において一時的に子どもを
養育することが困難となった場合

１１月４日
（金）

第８回とっとり共生の森ＣＯ・ＯＰ虹の森保全活動

１１月５日
（土）

上北条祭り

１１月６日
（日）

※倉吉未来中心で開催される予定だったイベントは、年内中止となりました。

や、母子が緊急一時的に保護を必

※１１月２７日
（日）
に予定していた倉吉未来中心での献血は地震のため中止となりました。

要とする場合に、一定期間養育、

（あ２２−４４０９）
※倉吉博物館は当分の間休館します。 倉吉博物館

保護します。詳しくは、お問い合
わせください。

開催予定日

マタニティサロン

※
「第１５回倉吉天女音楽祭」
の中止に伴い、チケットの払い戻しを行います。 観光交流課

子ども家庭課
（あ２２−８２２０）
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５８）
（あ２２−８１

