
委員一覧（40名）

櫻井 充（民主） 佐藤 正久（自民） 田城 郁（民主）委員長

岩城 光英（自民） 階 恵美子（自民） 田中 直紀（民主）理 事

熊谷 大（自民） 豊田 俊郎（自民） 増子 輝彦（民主）理 事

中泉 松司（自民） 宮本 周司（自民） 谷合 正明（公明）理 事

堀内 恒夫（自民） 森 まさこ（自民） 浜田 昌良（公明）理 事

礒 哲史（民主） 山崎 力（自民） 和田 政宗（みん）理 事

小林 正夫（民主） 山田 俊男（自民） 川田 龍平（維新）理 事

若松 謙維（公明） 吉田 博美（自民） 寺田 典城（維新）理 事

山口 和之（みん） 脇 雅史（自民） 紙 智子（共産）理 事

愛知 治郎（自民） 渡 美樹（自民） 田村 智子（共産）
岡田 広（自民） 相原 久美子（民主） 中野 正志（次代）
片山 さつき（自民） 小川 勝也（民主） 平野 達男（改革）
上月 良祐（自民） 神本 美恵子（民主）

（26.9.29 現在）佐藤 信秋（自民） 小西 洋之（民主）

（１）審議概観

第187回国会において本特別委員会に付

託された法律案はなかった。

また、本特別委員会付託の請願２種類

３件は、衆議院解散のため、審査未了と

なった。

〔国政調査〕

第186回国会閉会後の 、８月25日～26日

東日本大震災の被災地における復旧・復

興状況等の実情調査のため、岩手県に委

員派遣を行った。

、前記委員派遣について、派10月17日

遣委員から報告を聴取した。

、東日本大震災の被災地にお10月27日

、ける復旧・復興状況等の実情調査のため

宮城県に委員派遣を行った。

、前記委員派遣について、派10月29日

遣委員から報告を聴取した。また、質疑

を行い、集中復興期間の延長及び復興予

算確保の必要性、産業復興創造戦略に基

づく被災地での具体的な取組、災害に強

い国土づくりの観点から太平洋側と日本

海側を結ぶネットワーク構築の取組、被

災地の現状及び現地の住民の意見に対す

る復興大臣の認識、被災地の子どもに対

する運動機会の確保などスポーツを通じ

た被災地支援、震災等緊急雇用対応事業

及び事業復興型雇用創出事業の延長によ

る雇用確保の必要性、災害公営住宅整備

の進捗状況及び仮設住宅の入居期限延長

に対する所見、中間貯蔵施設候補地の地

権者に対する説明方針及び搬入計画策定

の見通し、特定避難勧奨地点における住

民に対するリスクコミュニケーションの

必要性、再生可能エネルギーを柱とする

福島県の復興策への国の支援、防災集団

移転促進事業の移転先で自己負担により

地盤補強が必要となる場合の対処方策、

財政が悪化した場合の復興政策の優先課

題及び優先順位、土壌放射能による農業

、従事者の健康不安を解消するための方策

2016年主要国首脳会議の仙台誘致に対す



る復興大臣の所感、南相馬市における特

定避難勧奨地点の解除基準の妥当性、福

島第一原発周辺地域の復興の基本的な考

え方及び復興庁の主導性発揮の必要性な

どの諸問題が取り上げられた。

、質疑を行い、福島県の避難11月17日

指示区域外の森林所有者に対する補償の

必要性、福島県における産婦人科医・小

児科医・医療従事者等の人材確保策、被

災地におけるタウンマネジャーの現状及

び課題、実効性ある中小企業・小規模事

業者ワンストップ総合支援事業の体制整

備、復興予算に対する財政支援と復興交

付金の継続及び集中復興期間の延長の必

要性、災害救助法の救助の主体に市町村

長を位置付ける必要性、電力会社による

再生可能エネルギーの接続保留が福島県

の復興策に与える影響、学校・幼稚園等

の放射能汚染土の処理及び除染廃棄物の

仮置き場延長問題への対応、仮設住宅か

ら災害公営住宅への移転費用を補助する

必要性、防潮堤建設における住民合意の

在り方についての復興大臣の認識、子ど

も・被災者支援法に基づく支援対象地域

等の見直し及び避難者の声を聴く場の必

要性、石巻市の復興推進地域外の可住地

における復興支援の在り方、東北薬科大

学の医学部設置の前提となる東北厚生年

金病院の用地処分の妥当性、被災３県に

限定した揮発油税に係るいわゆるトリ

ガー条項の凍結解除の必要性、複合災害

を想定した原子力災害の避難計画を自治

体のみで策定することの限界などの諸問

題が取り上げられた。

（２）委員会経過

○平成26年９月29日(月)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成26年10月17日(金)（第２回）

派遣委員から報告を聴いた。

委員派遣を行うことを決定した。

○平成26年10月29日(水)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

派遣委員から報告を聴いた。

東日本大震災復興の総合的対策に関する件に

ついて竹下復興大臣、望月環境大臣、山谷内

閣府特命担当大臣、長島復興副大臣、浜田復

興副大臣、高木経済産業副大臣、御法川財務

副大臣、小泉農林水産副大臣、小泉復興大臣

政務官、佐藤農林水産大臣政務官、うえの国

、 、土交通大臣政務官 山本文部科学大臣政務官

田中原子力規制委員会委員長及び政府参考人

に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

中泉松司君（自民 、堀内恒夫君（自民 、） ）

小林正夫君（民主 、増子輝彦君（民主 、） ）

若松謙維君（公明 、山口和之君（みん 、） ）

和田政宗君（みん 、寺田典城君（維新 、） ）

紙智子君（共産 、中野正志君（次代 、） ）

又市征治君（社民 、平野達男君（改革））

○平成26年11月17日(月)（第４回）

東日本大震災復興の総合的対策に関する件に

ついて竹下復興大臣、望月国務大臣、山谷内

閣府特命担当大臣、下村文部科学大臣、塩崎

厚生労働大臣、小里環境副大臣、高木経済産

、 、 、業副大臣 長島復興副大臣 浜田復興副大臣

山本文部科学大臣政務官、 階厚生労働大臣

政務官、佐藤農林水産大臣政務官、竹谷財務

大臣政務官、田中原子力規制委員会委員長及

び政府参考人に対し質疑を行った。



〔質疑者〕

森まさこ君（自民 、渡 美樹君（自民 、） ）

小林正夫君（民主 、増子輝彦君（民主 、） ）

若松謙維君（公明 、和田政宗君（みん 、） ）

川田龍平君（維新 、田村智子君（共産 、） ）

中野正志君（次代 、吉田忠智君（社民 、） ）

平野達男君（改革）

委員派遣

○平成26年８月25日（月 、26日（火））

東日本大震災の被災地における復旧・復興状

況等の実情調査

〔派遣地〕

岩手県

〔派遣委員〕

蓮舫君（民主 、 階恵美子君（自民 、） ）

（ ）、 （ ）、相原久美子君 民主 礒 哲史君 民主

若松謙維君（公明 、山口和之君（みん 、） ）

寺田典城君（維結 、紙智子君（共産 、） ）

中野正志君（次代）

○平成26年10月27日（月）

東日本大震災の被災地における復旧・復興状

況等の実情調査

〔派遣地〕

宮城県

〔派遣委員〕

櫻井充君（民主 、岩城光英君（自民 、） ）

熊谷大君（自民 、中泉松司君（自民 、） ）

礒 哲史君（民主 、小林正夫君（民主 、） ）

若松謙維君（公明 、寺田典城君（維新 、） ）

紙智子君（共産 、中野正志君（次代））


