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２月１４日〜１５日の大雪被害対策に関する申し入れ(第二次)
２月１ ４日〜 １５ 日にか けての大雪 による 被害 は、把 握がすすむ につれ深刻 さを
増 してい ます。 重軽 傷者１ ０１人、住 家被害 ２０ 棟(１９日３ 時現在のま とめ)に広
が り、日 光市で は、 林道の 雪崩で人命 がおび やか された り観 光客が 閉じ込めら れる
事 態も起 きまし た。 降雪量 の多かった 地域で は、 長時間 にわ たる停 電や、生活 道路
の 除雪の 遅れで 日常 生活、 社会生活に 多大な 支障 が生じ 、住 民は疲 労困ぱいし てい
ま す。ま た都市 部で も住宅 のテラスや カーポ ート などの 被害 は相当 数にのぼる と見
られますが 掌握され ていませ ん。
農産物 と農業 施設 被害は 降雪被害と して過 去最 大の７ ０億円を超 え、畜産関 連被
害が１億４ 千万円と なり 、今後も 増加する と見ら れます 。全県的にいち ご 、トマト 、
ぶ どう、 きゅう り、 ニラな ど施設園芸 が大き な被 害をう け、 農家は つぶれた農 業用
ハウスを撤 去する人 手もない 状態です 。とく に岩舟 町 、栃 木市などの被害は深刻で 、
当 該自治 体の対 策だ けでは 不十分です 。農家 経営 を断念 する ような 事態はなん とし
ても防がな ければな りません 。林業の被害はいまだ全 容が把握されてい ません 。
栃木県 ではこ のよ うな大 雪被害はか つてな く、 今後の 降雪も想定 して人命と 住民
生 活、農 林業経 営を 守るた め最大限の 対策を 講じ るべき です 。つい ては国・市 町と
連携して、 以下の対 策を講じ るようつよく求めます。
記
１ ，大雪 被害対 策の ための 補正予算を 組み、 救援 ・復旧 、被 災者生 活再建支援 にと
りくむ こと。 激甚 災害指 定を国に働 きかけ 、復 旧費用 を国 費でま かなえるよ うに
し、県独 自の被災 者支援の 財源の確保につとめるこ と。
２ ，日光 市など 積雪 量の多 かった自治 体に災 害救 助法を 適用 し、被 災者支援を 行う
こと。 救助法 は、 多数の 者が生命ま たは身 体に 危害を 受け 、また は受けるお それ
が生じ た場合 (令第１条 第１ 項第４号)、住家 被害 戸数な どとは 関係 なく適 用す
ること ができ るの で、す みやかに災 害救助 法適 用を判 断さ れたい 。平年に比 して
短期間 の異常 な降 雪・積 雪のために 日常生 活に 著しい 支障 をおよ ぼしている 世
帯 、自ら の資力 、労力 で除雪を 行うこ とができない世帯 などへの支援を急ぐこと 。
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３ ，農業 施設、 農作 物に被 害を受けた 農業者 の営 農を再 生・ 存続さ せるために 、県
として特 段の対策 を講じる こと。
①栃木県 農漁業災 害対策特 別措置条例を適用するこ と。
②倒壊し た農業用 ハウスな どの撤去費用の助成、廃 棄物処理を支援す ること 。
③ハウス 撤去・復 旧を支援 する人員を派遣すること 。
④被害 農家に たい する支 援として使 えるセ ーフ ティネ ット 資金、 経営体育成 支援
事業 、果樹 ・茶 におけ る改植およ び未収 益期 間対策 等各 種農業 制度資金に つい
て、周 知徹底を はかり、 利用しやすくすること。
⑤被害 農家に たい し就農 施設等資金 はじめ 就農 支援制 度の 償還据 え置き期間 の延
長、青 年就農給 付金制度 の弾力的運用を行うこと 。
⑥生計を 維持し営 農を再開 するための無担保無保証 の貸付を行うこと 。
⑦復旧の ための資 材確保に 万全を期すこと。
４ ，除雪 や倒壊 した ハウス の撤去・復 旧など にと りくむ 人員 を確保 ・派遣する ため
緊急雇用 事業の活 用などあ らゆる手だてを講じるこ と。
５ ，林業 の被害 状況 把握を 急ぎ、山林 の倒木 など による 二次 災害が 出ないよう 対策
を講じる こと。
６ ，栃木 県被災 者生 活再建 支援基金の 適用基 準を 緩和し 、災 害救助 法が適用さ れな
い自然災 害でも活 用できる ようにし、今回の雪害に 適用すること。
７ ，市町 と連携 して 民家の テラス、カ ーポー トな どの損 壊被 害に見 舞金等を支 給す
ること。
８ ，今後の 積雪災害に備え 、降雪 ・雪崩 の危険などの情報 の迅速な把握と周知徹底 、
通行止 めなど の迅 速な判 断、県道・ 生活道 路除 雪体制 の抜 本強化 をはかるこ と。
以上
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