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（１）審議概観

第193回国会において本特別委員会に付

、 、託された法律案は 内閣提出１件であり

これを可決した。

また 本特別委員会付託の請願２種類47、

件は、いずれも保留とした。

１

〔法律案の審査〕

福島復興再生特別措置法の一部を改正

は、福島の復興及び再生を一する法律案

層推進するため、市町村による特定復興

再生拠点区域復興再生計画の作成及びそ

の内閣総理大臣による認定、当該認定を

受けた同計画に基づく国による土地改良

事業の代行等の措置を講ずるとともに、

公益社団法人福島相双復興推進機構への

国の職員の派遣に関し必要な事項等を定

めようとするものである。

委員会においては、特定復興再生拠点

区域の整備の在り方、避難している児童

生徒に対するいじめ対策への取組、避難

指示区域外からの避難者に対する支援の

在り方、福島イノベーション・コースト

構想の今後の取組方針等について質疑が

行われ、討論の後、多数をもって可決さ

れた。なお、附帯決議が付された。

１

〔国政調査等〕

、東日本大震災の被災２月20日～21日

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。

、東日本大震災復興の基本施３月10日

策について今村復興大臣から所信を、ま

た、平成29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。

、予算委員会から委嘱された３月21日

平成29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、復興・創生

期間後の福島の農業振興に対する国の取

組継続の重要性、農地海岸の水門等の自

動閉鎖システムの維持管理に係る助成措



置の必要性、地域の医師会が設立する医

、療機関に対する災害復旧費補助の必要性

大規模氾濫減災協議会と地域住民との水

害対応タイムラインの共有化、原発事故

に係る避難に関して国に損害賠償を命じ

、た前橋地裁判決に対する復興大臣の見解

原発事故に伴う福島県外への避難児童に

対するいじめ防止対策の在り方、県外に

おける保養ニーズを踏まえた ふくしまっ「

」 、子自然体験・交流活動支援事業 の充実

、被災地における公共交通の確保の必要性

防災集団移転促進事業の跡地の活用に向

けた取組、被災地における治安の維持・

向上に向けた支援の必要性、避難区域外

からの自主避難者に対する住宅の無償提

供措置の継続の必要性、集中復興期間に

おける事業効果の検証と今後の復興事業

の見通し、ＪＣＯ事故に係る健康診断事

業との比較における福島県県民健康調査

の内容の妥当性、被災自治体職員及び被

災者に対するメンタルヘルス対策の強化

などの諸問題が取り上げられた。

、東日本大震災復興の基本施４月14日

策について質疑を行い、復興予算におけ

る不用額発生に対する復興庁の見解、津

波防潮堤の復旧・復興状況及び復興道

路・復興支援道路の進捗見通し、原発事

故の自主避難者に対する国の責任に係る

復興大臣の認識、原発事故に伴う避難児

、童生徒に対するいじめ防止対策の在り方

中間貯蔵除去土壌等の福島県外での最終

処分に向けた工程表の作成状況、福島県

への教育旅行の回復状況、被災企業の人

材獲得力の向上に向けた支援方策、海産

物の風評被害払拭のための放射性物質調

査の継続と調査船整備の必要性、福島県

の雇用に係る業種間のアンバランスの解

消策、自主避難者を含む福島県外への避

難者に対する国独自の住宅無償提供措置

の必要性、仮設住宅に未入居の在宅被災

者等に対する被災者支援総合交付金等を

活用した支援拡充、避難指示が解除され

た地域における国の出先機関の早期帰還

の必要性、復興交付金の効果促進事業の

柔軟な運用及び被災自治体への人的支援

等の取組、福島県県民健康調査の甲状腺

検査に係る経過観察後の症例数について

の報告の妥当性、東日本大震災発災時に

幼児であった小学校低学年児童への心の

ケアの重要性などの諸問題が取り上げら

れた。

、復興大臣の新任に伴い東日４月27日

本大震災復興の総合的対策に関する件に

ついて吉野復興大臣から発言があった。

、東日本大震災復興の総合的４月28日

対策について質疑を行い、辞任した前復

興大臣の発言に対する吉野新復興大臣の

認識と復興に向けた決意 復興庁の復興・、

創生期間後の存置及び復興庁の福島県へ

の移転の必要性、原発のない社会をつく

るとする福島県の方針及び原発の再稼働

に関する復興大臣の見解、原発事故の責

任の所在に関する復興大臣の認識、自主

避難者が避難するに至った理由及び自主

避難者に対する国の支援の必要性、中間

貯蔵施設から最終処分場への工程等を見

、据えた交付金の使用に係る自由度の向上

風評被害の払拭に向けた復興庁ホーム

ページの情報発信内容の充実・改善の必

要性、住宅無償提供措置終了後の原発事

故による避難区域外避難者の住宅の確保

状況、避難区域外避難者の住まいの実態

把握を国が直接行うことの必要性、被災

者の心の復興に向けた支援に関する復興

大臣の所見、被災地での交流人口の拡大

に向けた土日における高速道路無料化実

験の必要性、農業生産者に対する放射線

の影響及びこれに対する現行の取組の妥



当性、復興庁のこれまでの取組及び今後

実現を期すべき施策についての復興大臣

の所見、被災地での聖火リレーの実施等

による復興五輪の実現などの諸問題が取

り上げられた。

１

（２）委員会経過

○平成29年１月20日(金)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

委員派遣を行うことを決定した。

○平成29年３月10日(金)（第２回）

東日本大震災復興の基本施策に関する件につ

いて今村復興大臣から所信を聴いた。

平成29年度復興庁関係予算に関する件につい

て橘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29年３月21日(火)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

平成二十九年度一般会計予算（衆議院送付）

平成二十九年度特別会計予算（衆議院送付）

平成二十九年度政府関係機関予算（衆議院送

付）

、（ ）東日本大震災復興 について今村復興大臣

長沢復興副大臣、橘復興副大臣、矢倉農林水

産大臣政務官、冨樫総務大臣政務官、堀内厚

生労働大臣政務官及び政府参考人に対し質疑

を行った。

〔質疑者〕

（ ）、 （ ）、進藤金日子君 自民 藤田幸久君 民進

川田龍平君（民進 、新妻秀規君（公明 、） ）

岩渕友君（共産 、東徹君（維新 、山本太） ）

郎君（希望 、薬師寺みちよ君（無ク））

本委員会における委嘱審査は終了した。

○平成29年４月14日(金)（第４回）

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基本施策に関する件につ

いて今村復興大臣、松野文部科学大臣、山本

環境大臣、高木経済産業副大臣、橘復興副大

臣、長沢復興副大臣、 口文部科学大臣政務

官、矢倉農林水産大臣政務官、井原経済産業

大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行っ

た。

〔質疑者〕

足立敏之君（自民 、増子輝彦君（民進 、） ）

（ ）、 （ ）、大島九州男君 民進 三浦信祐君 公明

紙智子君（共産 、石井苗子君（維新 、山） ）

（ ）、 （ ）本太郎君 希望 薬師寺みちよ君 無ク

○平成29年４月21日(金)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法

について律案（閣法第19号 （衆議院送付））

今村復興大臣から趣旨説明を聴いた後、同大

臣、長沢復興副大臣、 口文部科学大臣政務

官、井原経済産業大臣政務官、馬場厚生労働

大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行っ

た。

〔質疑者〕

藤田幸久君（民進 、川田龍平君（民進 、） ）

新妻秀規君（公明）

○平成29年４月27日(木)（第６回）

東日本大震災復興の総合的対策に関する件に

ついて吉野復興大臣から発言があった。

○平成29年４月28日(金)（第７回）

東日本大震災復興の総合的対策に関する件に

ついて吉野復興大臣、長沢復興副大臣、礒崎

農林水産副大臣、堀内厚生労働大臣政務官及

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（民進 、） ）

三浦信祐君（公明 、岩渕友君（共産 、石） ）

井苗子君（維新 、山本太郎君（希望 、薬） ）

師寺みちよ君（無ク）

○平成29年５月10日(水)（第８回）

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法

について律案（閣法第19号 （衆議院送付））

吉野復興大臣、山本環境大臣、松野文部科学

大臣、井原経済産業大臣政務官及び政府参考



人に対し質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

神本美恵子君（民進 、岩渕友君（共産 、） ）

石井苗子君（維新 、山本太郎君（希望 、） ）

薬師寺みちよ君（無ク）

（閣法第19号）

賛成会派 自民、民進、公明、維新、無ク

反対会派 共産、希望

なお、附帯決議を行った。

○平成29年６月16日(金)（第９回）

請願第109号外46件を審査した。

東日本大震災復興の総合的対策に関する調査

の継続調査要求書を提出することを決定し

た。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。

委員派遣

○平成29年２月20日（月 、21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〕

櫻井充君（民進 、愛知治郎君（自民 、江） ）

島潔君（自民 、片山さつき君（自民 、平） ）

野達男君（自民 、大島九州男君（民進 、） ）

（ ）、 （ ）、神本美恵子君 民進 新妻秀規君 公明

紙智子君（共産 、石井苗子君（維新 、薬） ）

師寺みちよ君（無ク）


