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栃木県益子町における竜巻による被災状況等（H24.6.20 現在） 
 

総 務 部 門 

【概  要】 

平成 24 年 5 月 6 日（日）12：45 頃に栃木県真岡市、益子町及び茂木町にかけて、竜巻による

住宅損壊や倒木などの被害が発生 

町内においては、塙地区、北中地区、大沢地区及び大平地区と 7ｋｍ程度にわたり、幅につい

ては 200ｍ～300ｍと帯状に被害 

 
【災害当日の町のうごき】 

14：45 災害対策本部設置・全職員を参集（151 名中 127 名） 
14：45 避難所設置 ２か所（七井地区：あぐり館、益子地区：総合体育館武道場） 
15：00 職員による個人宅被害状況調査 
その他の状況 

・通行に支障になった倒木処理 
・被災家屋の応急処理のためのブルーシートを用意し希望者に配布 
・65 歳以上の一人暮らし高齢者の安否確認を実施 
・防災無線及び広報車で避難所案内等の呼びかけ実施 

住 宅 全壊 7 棟、半壊 7 棟、一部損壊 206 棟 

【被災状況】 

◆けがをした人 ７名 （重傷 1名、軽傷 6名） 

 

◆建  物 ３８４棟 

住 宅 全壊 7 棟、大規模半壊 2棟、半壊 22 棟、一部損壊 188 棟 

非住宅 全壊 39 棟、半壊 11 棟、一部損壊 115 棟 

 
◆停電の状況 

①最初の停電発生日時 5 月 6 日 12：42 町内各所 累計 4,100 世帯（東京電力発表） 

②最終の復旧日時   5 月 7 日 03：45             （東京電力発表） 

 

◆真岡鐵道の運行状況 （国土交通省調べ 5月 7日 14:00 現在） 

①運転休止 真岡駅～茂木駅 5 月 6 日 18：46 

 運転再開 5 月 7 日始発 

 
民 生 部 門 

【安否確認】 

◆６５歳以上の一人暮らし高齢者４１４人 

益子地区及び七井地区の全員の安否確認 

 

【避難所設置等】 

①２か所設置 避難者 0 人 ※同日 14：45 開設 5 月 14 日 9：00 閉鎖 

七井地区 あぐり館（益子町大字大沢 3535 番地） 

益子地区 総合体育館武道場（益子町大字益子 3667 番地 3） 

②町営住宅受け入れ３世帯８人（益子町大字塙 2481 番地 星の宮町営住宅） 

【社会福祉施設】 

①七井保育園 
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園舎一部損壊 遊具の損壊、樹木の倒木、物置の屋根ゆがみなど 

 ②松ヶ丘葵荘 

   入所施設窓ガラス６枚割れ、洗濯干し屋根一部損傷、樹木の倒木など 

 

【災害ボランティア】社会福祉協議会 

①5月 7 日から被災者支援  

②5 月 10 日災害ボランティアセンター立ち上げ 被災者の壊れた家屋の片づけなどの支援 

③5月 21 日現在支援状況：３７件で延べ２９７人 

 

【災害見舞金】 

居住している住家の所有者に支給 

住全壊：５万円 半壊：３万円 一部損壊：１万円 

 

【益子町被災者生活再建支援金】 

◆住家の被害程度に応じて支給する支援金 

  住全壊・大規模半壊：１００万円 半壊：１００万円以内 一部損壊：５０万円以内 

  ＊半壊・一部損壊の場合は、半壊１００万円、一部損壊５０万円を上限として、修繕等費用の

２分の１の金額を支給します。 

 

【災害廃棄物の臨時受け入れ】 

◆瓦、大谷石、コンクリート等の瓦礫 

受入場所 旧小宅小学校（益子町大字小宅 681 番地） 

受入日時 ５月３１日までは毎日 ８時～１７時 

 

◆木材、金属、ビニールトタン、粗大ごみ（可燃、不燃）、家電４品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機、衣類乾燥機、エアコン） 

受入場所 芳賀中部衛生事務組合 

受入日時 ５月３１日までは毎日 ８時３０分～１７時 

受け入れ状況（5／7～6／20）  

・可燃ごみ ３８ｔ ・不燃ごみ１５ｔ ・粗大ごみ ４２９ｔ ・家電品 ２７４台   

 

◆被災自治会における仮置き場 町内合計９か所 

 塙自治会２か所 北中自治会３か所 大沢本郷自治会１か所 北原自治会１か所 大平２か所 

 

◆巨木処分支援申請の状況（6/19 現在） 

 申請者数：７５個人・法人  申請か所数：９６か所  

 

◆巨木の仮置き場 

 場  所 塙交差点西側高松工業（有）社有地 

 開設期間 ５月１４日～５月３１日 

 

産業建設部門 

◆農業関係 被害金額合計９９，１９０千円 

①農業施設 １３７棟 87,259 千円 

全  壊   129 棟（内訳:ビニールハウス 123 棟、ナイヤガラ 2 棟、農機具舎 2 棟、米

乾燥機 1 棟、トラクター1台） 
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大  破    2 棟（内訳：ビニールハウス 2棟） 

小  破    6 棟（内訳：ビニールハウス 5棟、カントリーエレベーター1 棟） 

②農作物被害 １４．３７ｈａ 11,931 千円 

いちご、たばこ、なす、にら、洋ラン 

◆農業用廃ビニール回収 

 場 所：JA フレッシュ直売所南側駐車場 

 期 間：５月１２日～５月２０日 

 

◆商工業関係 被害金額  １９８，３２０千円（5月 21 日現在） 

        件  数 ２０件（内訳：建物、機械設備、商品等） 

 

◆県道路関係 

 倒木による通行止め 県道 1 号宇都宮笠間線 ※同日 21：47 通行止め解除 

 

◆町道路関係 

①通行に支障になった倒木 １８か所 約３０本 ※5月 7日全線通行可能 

大平地区 町道 85 号線１か所 

大沢地区 町道 18 号線４か所 町道 118 号線３か所 町道 120 号線１か所 

塙 地区 町道 180 号線１か所 町道 283 号線１か所 町道 284 号線２か所 

町道 287 号線１か所 町道 193 号線４か所 

杉、桧、桜、楢、その他 直径 10ｃｍから 40ｃｍ   約３０本 

②舗装の剥がれ ５月２８日復旧工事完成 

大沢地区 町道 392 号線 延長２７．５ｍ、幅員４．７ｍ アスファルト舗装剥がれ 

アスファルト舗装(表層工)が剥がされ、砕石及びアスファルトが隣接の畑に散らばり、さ

らにガードレールに直撃しガードレール破損 

塙地区 町道 284 号線 延長４．５ｍ 幅４０ｃｍ 

 

◆上水道施設関係 

①停電により益子地区の大津沢ポンプ場先の住宅への給水停止 ※同日１８時２３分復電、復旧 

②芳賀中部上水道企業団より給水車出動 ※同日１７時１０分～１８時２３分給水作業 

 

教育委員会 

◆文教施設等 

①益子西小学校（児童 338 人、14 クラス、教職員 25 人） 

ガラス破損 3 枚 ※同日に復旧済み 

体育小屋シャッター損傷 ※翌日に復旧済み 

 

②七井小学校（児童 345 人、13 クラス、教職員 23 人） 

防犯灯破損 1 基 

被災児童 3 名教科書及び学用品の支給 

 

 ③北公園 

ネットフェンス高さ１．５ｍ 延長３４ｍ 破損 
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 今後の課題 
 
◆住民への竜巻注意喚起の周知方法 

 ・防災無線、エリアメール等 

 

◆初動対応 

 ・各関係機関と災害協定を結ぶ 

（建設業界は倒木処理等） 

 ・職員の初動マニュアルの作成 

 ・自治会防災マニュアルの作成 

 

◆廃棄物の処理 

 ・自己所有でない廃棄物の処理（特に倒木） 

 ・災害時のガレキ置き場を事前指定 

 ・収集しきれない（畑のガラス等） 

 

◆被災者生活再建支援制度 

 ・適用要件の緩和について 


