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県の「竜巻被害被災者生活支援見舞金」に関する申し入れ
５月６日 に真岡市 、益子町 、茂木町などで発 生した 竜巻で 、住家 被害４６５棟（ 全
壊 １ ３ 棟、 半 壊３４ 棟、 一部損 壊 ４１ ８棟 ）、 非 住家 被害 ４ ４ ８棟 など 甚 大な被 害
が 発生し ました が、 現在の ところ国の 被災者 生活 再建支 援法 （以下 、生活再建 支援
法 ）の対 象外と され ていま す。同法が 適用さ れた 茨城県 の被 災者へ の支援との 格差
に 県内被 災者は 失意 を深め ています。 同一の 災害 で同様 に住 家が全 壊・大規模 半壊
し ながら 、行政 区内 の全壊 世帯数の違 いで上 限３ ００万 円の 支給が 受けられな いこ
と は、被 災者に とっ てあま りに過酷で あり、 納得 できる もの ではあ りません。 生活
再 建支援 法の制 度設 計と適 用基準の見 直しが 必要 である と同 時に、 同法の対象 外と
なった市町 の被災者 には都道 府県が同等の支援を行う べきと考えます。
福田富 一知事 は、 本日開 催の第３１ ３回臨 時県 議会に 、全 壊、半 壊解体、大 規模
半 壊世帯 に上限 １０ ０万円 の見舞金を 支給す る「 平成２ ４年 度５月 竜巻被害被 災者
生 活支援 見舞金 」３ ，２５ ０万円を補 正予算 に計 上、提 出し ました 。これまで こう
し た制度 がなか った ことか らすれば一 歩前進 です が、全 国的 には都 道府県独自 の被
災 者生活 再建支 援制 度（見 舞金）を創 設した 都道 府県は ３０ におよ びます。そ のう
ち １５都 県は、 要件 は様々 でも上限額 は生活 再建 支援法 同様 の全壊 ３００万円 を支
給していま す。
日本共 産党栃 木県 委員会 は５月３１ 日、内 閣府 に被災 者生 活再建 支援法の弾 力的
運 用を求 めまし たが 、その さい県独自 の被災 者生 活再建 支援 には国 が２分の１ の額
を特別交付 税措置す る旨説明 を受け、総務省にも確認 しました。
ついて は、下 記の 通り、 被災者生活 再建支 援法 の精神 と全 国的到 達にたって 、県
見 舞金を 上限３ ００ 万円に 引き上げる よう求 める ととも に、 全国知 事会等にお いて
居 住自治 体に関 わり なく被 災者が同水 準の生 活再 建支援 を受 けられ るようにす るた
めの法改正 を国に要 請するよ う積極的に働きかけてい ただくよう申し入 れます 。
記
１ ．栃木 県が支 給す る「竜 巻被害被災 者生活 支援 見舞金 」に ついて 、全壊、半 壊解
体、大規模 半壊世帯 への支給 額を上限３００万円に引 き上げること。
以上
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本日の福田富一知事 宛「竜巻 見舞金」 に関する申し入 れの資料 提供
本日、日本共産党栃木県 委員会は 、福田富 一知事に裏面掲 載の申し 入れを
行いまし た。日本 共産党か ら野村せつ子前県議が出 向き、県の対応は 小林
秘書室長 でした。
以上

-2-

