
委員一覧（40名）
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理 事 大島 九州男（民主） 中原 八一（自民） 東 徹（維会）
理 事 風間 直樹（民主） 林 芳正（自民） 山口 和之（元気）
理 事 浜田 昌良（公明） 堀内 恒夫（自民） 山 勇一（維党）

阿達 雅志（自民） 石上 俊雄（民主） 中野 正志（日本）
愛知 治郎（自民） 神本 美恵子（民主） 渡辺美知太郎（無ク）
有村 治子（自民） 櫻井 充（民主） 山本 太郎（生活）
上野 通子（自民） 徳永 エリ（民主）
岡田 広（自民） 浜野 喜史（民主） （28.1.4 現在）

（１）審議概観

第190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62

件は、いずれも保留とした。

〔国政調査等〕

第189回国会閉会後の平成27年12月11

日、東日本大震災復興の総合的対策につ

いて質疑を行い、被災者からの信頼の回

復に向けた復興大臣の姿勢及び取組、帰

宅困難地域の復興について時間軸を明確

にした方針提示の必要性、常磐自動車道

の４車線化及びインターチェンジ新設に

関する国土交通省の検討状況、福島の復

興に向けた事業者支援の基本的考え方、

福島イノベーション・コースト構想に係

る各プロジェクトの早期事業化、浜通り

地域など被災地における介護人材不足等

の解消に向けた取組、高速増殖炉もんじ

ゅに関する原子力規制委員会の勧告内容

及び選択肢としての廃炉の可能性、福島

県の復興状況に対する復興大臣の認識及

び今後の優先的課題、福島第一原発にお

けるトリチウムが残留したＡＬＰＳ処理

水についての対処方針、被災者住宅再建

支援対策給付基金の管理費が高額である

理由と精査の必要性、防潮堤の高さが過

大ではないかとする専門家の指摘に対す

る復興大臣の見解、放射性指定廃棄物最

終処分場の候補地返上を求める栃木県塩

谷町長に対する環境省の対応、福島第一

原発事故と福島県県民健康調査で判明し

た小児甲状腺がん多発との因果関係など

の諸問題が取り上げられた。

平成28年２月８日～９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、宮城県及び福島県に委

員派遣を行った。

３月16日、東日本大震災復興の基本施

策について髙木国務大臣（復興大臣）か

ら所信を、また、平成28年度復興庁関係

予算について復興副大臣から説明を聴取



した。

同日、前記派遣について、派遣委員か

ら報告を聴取した。

３月22日、予算委員会から委嘱された

平成28年度予算中、東日本大震災復興に

ついての審査・質疑を行い、福島県で行

われている子どもの医療費無料化措置に

対する国の財政支援の必要性、子ども・

被災者支援法を踏まえた子どもの医療費

に係る支援、福島県の再生加速化のため

の復興庁の同県への移転、帰還困難区域

の今後の除染の在り方、福島県における

復興支援道路の整備見通し、福島新エネ

ルギー社会構想に対する国の支援の在り

方、ロボット・テストフィールド及び国

際産学官共同利用施設（ロボット）に関

する国の取組、被災自治体における技術

系職員を中心とした職員不足の解消方策、

九州電力川内原子力発電所における免震

重要棟代替施設の設備上の問題点、津波・

原子力災害被災地域雇用創出企業立地補

助金による雇用創出効果、東京電力福島

第一原子力発電所における凍土壁の工事

の現状及び今後の見通し、仮設住宅等に

入居していない在宅被災者に対する支援

の在り方、「心の復興」事業への支援強化

の必要性、福島の風評被害払拭に向けた

対策の総括と今後の取組、東日本大震災

復興特別貸付及び東日本大震災復興緊急

保証が民業を圧迫する懸念などの諸問題

が取り上げられた。

４月13日、東日本大震災復興の基本施

策について質疑を行い、震災復興におい

て住宅再建を最優先とすべきことについ

ての復興大臣の見解、修学旅行を被災地

に誘致するための国の支援策、被災文化

財の修理事業に対する更なる財政支援の

必要性、廃炉・汚染水対策及び除染・賠

償・中間貯蔵施設に要する費用、東京電

力福島第一原子力発電所における凍土方

式による陸側遮水壁の設置効果、九州電

力川内原子力発電所の緊急時対策所の計

画変更申請に関する審査等の状況、緊急

時対策所の設置に関し原子力規制委員会

の新規制基準に免震機能を明記した理由、

福島県の子育て支援に関する事業に対す

る福島県民健康管理基金の活用、被災者

支援総合交付金等による原発事故に伴う

自主避難者に対する支援策、原発事故に

伴う自主避難者に対する住宅支援の継続

の必要性、原発事故によって生じた除染

費用の回収方法の在り方、東北の観光産

業の復興加速化のための取組、除染等に

より生じた除去土壌等の再利用に際し設

定される放射能濃度基準の妥当性、「新し

い東北」についての復興庁の基本的な考

え方及び民間との連携促進などの諸問題

が取り上げられた。

５月20日、原子力規制委員会の活動状

況について田中原子力規制委員会委員長

から説明を聴取した。

同日、原子力問題について質疑を行い、

原子力規制委員会における新規制基準適

合性審査に時間が掛かる原因と今後の対

応、高浜原発運転差止め仮処分などの裁

判手続で国の立場をしっかりと表明する

必要性、福島第一原発の保管汚染水から

トリチウムを除去できる可能性及び当該

研究開発の現状、凍土壁の効果等につい

て現時点での原子力規制委員会委員長の

見解、志賀原発について敷地内破砕帯評

価書をベースとせずに適合性審査を進め

る必要性、敦賀原発敷地内破砕帯評価書

の結論部分を書き換えた根拠等の妥当性、

ＩＡＥＡのＩＲＲＳミッション報告書を

踏まえた規制及びガイドの見直し等への

対応、｢もんじゅ｣については延命ではな

く廃炉を含めた在り方そのものを検討す



る必要性、原子力発電所について元々想

定されていた運転期間及び原子炉の中の

状態の確認方法、2007年のＩＲＲＳ報告

書で指摘された検査制度の改善が遅れた

ことについての所見、熊本地震を踏まえ

た川内原発の安全性評価についての科学

的な判断に基づく見解、東京電力が設置

したメルトダウン判定問題に係る第三者

検証委員会の人選の公正性、再処理等拠

出金法成立が我が国のプルトニウム管理

への海外の懸念の払拭になる可能性など

の諸問題が取り上げられた。

（２）委員会経過

○平成27年12月11日(金)（第189回国会閉会後

第１回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

東日本大震災復興の総合的対策に関する件に

ついて 木復興大臣、石井国土交通大臣、林

経済産業大臣、井上環境副大臣、若松復興副

大臣、高木経済産業副大臣及び政府参考人に

対し質疑を行った。

〔質疑者〕

増子輝彦君（民主）、新妻秀規君（公明）、

田村智子君（共産）、山口和之君（元気）、

東徹君（維新）、和田政宗君（次代）、渡

辺美知太郎君（無ク）、山本太郎君（生活）

○平成28年１月４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28年１月27日(水)（第２回）

委員派遣を行うことを決定した。

○平成28年３月16日(水)（第３回）

東日本大震災復興の基本施策に関する件につ

いて 木復興大臣から所信を聴いた。

平成28年度復興庁関係予算に関する件につい

て長島復興副大臣から説明を聴いた。

派遣委員から報告を聴いた。

○平成28年３月22日(火)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

付）

（東日本大震災復興）について 木復興大臣、

若松復興副大臣、井上環境副大臣、高木経済

産業副大臣、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）、増子輝彦君（民主）、

新妻秀規君（公明）、田村智子君（共産）、

東徹君（維会）、 山勇一君（維党）、中野

正志君（日本）、山口和之君（元気）、渡辺

美知太郎君（無ク）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○平成28年４月13日(水)（第５回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

東日本大震災復興の基本施策に関する件につ

いて髙木復興大臣、林経済産業大臣、丸川環

境大臣、長島復興副大臣、義家文部科学副大

臣、若松復興副大臣、松本内閣府副大臣、高

木経済産業副大臣、木原外務副大臣、田中原

子力規制委員会委員長、政府参考人及び参考

人原子力損害賠償・廃炉等支援機構理事長山

名元君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

愛知治郎君（自民）、上月良祐君（自民）、

神本美恵子君（民進）、風間直樹君（民進）、

浜田昌良君（公明）、紙智子君（共産）、東

徹君（維会）、中野正志君（日本）、山口和

之君（元気）、山本太郎君（生活）、渡辺美

知太郎君（無ク）

○平成28年５月20日(金)（第６回）

参考人の出席を求めることを決定した。

原子力規制委員会の活動状況に関する件につ



いて田中原子力規制委員会委員長から説明を

聴いた。

原子力問題に関する件について高木経済産業

副大臣、冨岡文部科学副大臣、田中原子力規

制委員会委員長、政府参考人及び参考人東京

電力ホールディングス株式会社代表執行役副

社長山口博君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

阿達雅志君（自民）、増子輝彦君（民進）、

浜野喜史君（民進）、新妻秀規君（公明）、

田村智子君（共産）、東徹君（維新）、山口

和之君（元気）、中野正志君（日本）、山本

太郎君（生活）、渡辺美知太郎君（無ク）

○平成28年６月１日(水)（第７回）

請願第690号外61件を審査した。

東日本大震災復興の総合的対策及び原子力問

題に関する調査の継続調査要求書を提出する

ことを決定した。

委員派遣

○平成28年２月８日（月）、９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〕

宮城県、福島県

〔派遣委員〕

田中直紀君（民主）、上月良祐君（自民）、

滝波宏文君（自民）、宮本周司君（自民）、

森まさこ君（自民）、大島九州男君（民主）、

風間直樹君（民主）、熊谷大君（自民）、新

妻秀規君（公明）、紙智子君（共産）、 山

勇一君（維元）、清水貴之君（維会）、中野

正志君（日本）、山本太郎君（生活）


