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東日本大震災で被災した方への支援について

　　　　　　　　　　　　　　被災者相談窓口
　　　　　　　　豊川市　福祉課　　℡０５３３－８９－２１３１

   平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震より、甚大な被害が発生しました。地震で亡くなられた方々に謹んで
哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。豊川市では、東日本大震災で被災された方へ
の支援をまとめさせていただきました。

１ この一覧表は、豊川市の支援の概要をまとめたものです。

２ 支援等を申請されるときは、被災証明書やり災証明書が必要な場合がありますので、事前にお問い
  合わせ先にご確認ください。

発行：豊川市防災対策課　℡　０５３３－８９－２１９４



豊川市の被災者支援メニュー
平成25年4月1日現在

№ 支援メニュー 対象者 支援内容 問合せ先
実施時期若しく
は実施期間

1 納税の猶予
被災されて納付が困難な
方

市税を一時的に納めることができない場合、申請により1年以内の期間に
限り、納める時期を遅らせたり、税額を分割して納付が可能

収納課
収納管理係
８９－２１６２

2

障害者総合支援
法による給付費
利用者負担額の
減免

被害の程度に応じて利用者負担額を減免
福祉課
障害福祉係
８９－２１３1

3
地域生活支援事
業利用者負担額
の減免

耐用年数内の支給が可能　被害の程度に応じて利用者負担額を減免
福祉課
障害福祉係
８９－２１３1

4
障害者手帳の再
交付

被災により障害者手帳が
紛失あるいは毀損した方

災害により、障害者手帳の再交付が必要な方に交付受付け
福祉課
障害者支援係
８９－２１３１

5
被災者見舞金の
支給

本市に避難され30日以上
居住しているか、居住す
る予定者のうち下記に該
当する者。（1）震災り災証
明書及び被災証明の発
行対象者（災害救助法適
用市町村に限る）（2）福島
原子力発電所発電所の
事故に伴う避難指示の該
当者（30㎞圏内）

被災者1人1万円、ただし1世帯5万円を上限。
福祉課
福祉総務係
８９－２１３１

6
コミュニティソー
シャルワーカー
による訪問相談

被災者及び被災者受入
世帯

訪問等による相談支援
社会福祉協議会
地域福祉係
８３－５２１１

災害発生時において、災
害救助法（平成22年法律
第118号）の適用市町村
において被災した利用者
負担の支払いが困難な障
害者のかた



7
本市に転入した方で新た
に申請する場合

添付書類の省略等

8

本市に転入した受給者
で、住宅、家財などがそ
の価格おおむね１/2以上
の損害を受けた方

所得制限の取扱いの特例あり

9 児童手当
本市に転入した方で新た
に申請する場合

添付書類の省略等

10
介護保険料の減
免

65歳以上で、下記のいず
れかに該当する方
①災害により家屋等に損
害を受けた方
②世帯主等の当該年の
所得が前年より著しく減
少した方

11
介護保険利用者
負担額の減免

介護保険のサービスを利
用している方で、下記の
いずれかに該当する方
①災害により家屋等に著
しい損害を受けた方
②世帯主等の収入が著し
く減少した方

12
国民健康保険料
の減免及び徴収
猶予

豊川市国民健康保険の
加入者で下記のいずれか
に該当する方
①災害により家屋等に損
害を受けた方
②世帯主等の当該年の
所得が前年より著しく減
少した方

減免内容については、窓口でご相談ください.
保険年金課
国保保険料係
８９－２１18

子ども課
子ども手当係
８９－２１３３

児童扶養手当の
特例措置

減免の内容については、窓口でご相談ください。

介護高齢課
介護保険係
介護認定係
８９－２１７３



13
国民健康保険一
部負担金の減免
等

豊川市国民健康保険に加入
された場合で、災害救助法
又は被災者生活再建支援法
が適用された自治体に住所
を有していた被災された方の
うち、次のいずれかの申し立
てをされた方
①住宅の全半壊、全半焼又
はこれに準ずる被災をした方
②主たる生計維持者が死亡
し、又は重篤な傷病を負った
方
③主たる生計維持者の行方
が不明である方
④主たる生計維持者が業務
を廃止し、又は休止した方
⑤主たる生計維持者が失職
し、現在収入がない方
⑥原発の事故に伴い、警戒
区域、計画的避難区域（警
戒区域又は計画的避難に設
定されていた区域を含む）及
び旧緊急時避難準備区域に
関する指示の対象となって
いる方

免除の内容については、窓口でご相談ください。
保険年金課
国保給付係
８９－２１３５

14
国民年金保険料
の免除

平成２３年３月１１日時点
で、福島県田村市、南相
馬市、伊達郡川俣町、双
葉郡広野町、双葉郡楢葉
村、双葉郡富岡町、双葉
郡川内村、双葉郡大熊
町、双葉郡双葉町、双葉
郡浪江町、双葉郡葛尾
村、相馬郡飯館村に住所
を有していた方（日本年金
機構が申請者の住所を確
認することにより行いま
す）

ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除、詳細はおた
ずねください。

保険年金課
国民年金係
８９－２１７７



15
後期高齢者医療
保険料の減免

16
後期高齢者医療
保険料の一部負
担金の免除

17
定期予防接種の
実施

被災により、居住地である
市町村において予防接種
を受けることが困難な方

該当する予防接種の実施
保健センター
保健予防係
８９－０６１０

18 赤ちゃん訪問
災害救助法適用地域に
住民票があるおおむね４
カ月に達するまでの児

災害により赤ちゃん訪問を受けていない場合、赤ちゃん訪問を実施。

19
４ヶ月児健康診
査

災害救助法適用地域に
住民票がある４ヶ月児

４ヶ月時健康診査を受診していない児童に健康診査を実施

20
１歳６ヶ月児健
康診査

災害救助法適用地域に
住民票がある１歳６ヶ月
児

災害により１歳６ヶ月児健康診査を受診していない場合、健康診査を実
施。

保健センター
母子保健係
８９－０６１０

愛知県後期高齢者医療
制度に加入された場合
で、災害救助法又は被災
者生活再建支援法が適
用された自治体のうち、厚
生労働省が指定する市町
村に住所を有していた被
災された方のうち、次のい
ずれかの申し立てをした
方
①原発の事故に伴い避難
のための立退き又は屋内
への退避に係る内閣総理
大臣の対象地域、計画的
避難区域（警戒区域又は
計画的避難に設定されて
いた区域を含む）及び旧
緊急時避難準備区域に
関する指示の対象となっ
ている方
②特定避難勧奨地点に
居住しているため、避難を
行っている方

減免内容については、窓口でご相談ください.
保険年金課
福祉医療係
８９－２１６４



21 ３歳児健康診査
災害救助法適用地域に
住民票があるおおむね３
歳３か月児

災害により３歳児健康診査を受診していない場合、健康診査を実施。

22
母子健康手帳の
交付・再交付

災害救助法適用地域に
住民票があり、豊川市へ
母子手帳の交付を受けた
が災害により紛失した方

母子健康手帳の交付・再交付（妊婦、乳児健診受診票交付）

23 各種健康相談
災害救助法適用地域に
住民票がある妊産婦

電話および面接家庭訪問による健康相談（要予約）こころの電話相談専
用95-0783（午前８時３０分から午後5時まで）

保健センター
８９－０６１０

24
市営住宅の一時
使用

り災証明書（半壊もしくは
床上浸水）保持者もしくは
発行が見込まれる者、被
災証明書（原子力災害、
もしくは道路寸断・社会的
インフラの破壊等により長
期避難が必要であると自
治体が判断したもの）保
持者もしくは発行が見込
まれる者

市営住宅を６箇月間使用可能。1年を限度として更新あり。使用料は無料
ですが、光熱水費、共益費、自治会費は負担あり。

建築課
住宅係
８９－２１４４

25
児童生徒の心の
ケア相談

被災により心理的に影響
を受けた児童生徒

臨床心理士、スクールカウンセラー・ハートフル相談員により心のケアを
実施

学校教育課
指導係
88-8033

保健センター
母子保健係
８９－０６１０


