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（１）審議概観

第196回国会において本特別委員会に付

託された法律案は、衆議院提出１件（東

日本大震災復興特別委員長）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36、

件は、いずれも保留とした。

あ

〔法律案の審査〕

株式会社東日本大震災事業者再生支援

は 平成30機構法の一部を改正する法律案 、

年２月22日までとなっている株式会社東

日本大震災事業者再生支援機構が支援決

定を行うことができる期間について、東

日本大震災の被災地域の復興の状況に鑑

み、当該期間を平成33年３月31日まで延

長しようとするものである。

委員会においては、提出者の衆議院東

日本大震災復興特別委員長より趣旨説明

を聴取し、討論の後、多数をもって可決

された。

あ

〔国政調査等〕

、東日本大震災の被災２月22日～23日

地における復旧・復興状況等の実情調査

のため、福島県に委員派遣を行った。

、東日本大震災復興の基本施３月22日

策について吉野復興大臣から所信を、ま

た、平成30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 予算委員会から委嘱された平成30、

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、被災した民間の古

文書等の修復に対する国の支援拡充の必

要性、被災中小企業の本設復旧に向けた

支援策、被災した企業・個人に対する低

利融資に係る償還期限等の見直し、東北

、電力女川原子力発電所の再稼働の妥当性

避難指示解除要件における年間積算線量

の基準値引下げを検討する必要性、震災

遺構の保存に資する復興交付金の支給対

象拡大の必要性、地域間での復興格差を

生じさせないための取組、災害時におけ



る母乳育児に向けた取組の促進、モニタ

リングポストの撤去・再配置に係る政府

の認識、平成32年度末以降の復興及び復

興庁の在り方、福島県外避難者等の甲状

腺検査に係る支援、福島県富岡町におけ

る地域医療再生基金を活用した医療機関

の整備の在り方、避難指示が解除された

地域における農業者の放射線被害防止の

在り方、復興庁が公表している避難者数

の集計方法及び避難実態に即した支援の

必要性、被災自治体における必要な職員

数の確保、東京電力福島第一原子力発電

所におけるトリチウム水処理の在り方な

どの諸問題が取り上げられた。

同日、前記委員派遣について、派遣委

員から報告を聴取した。

、東日本大震災復興の基本施４月４日

策について質疑を行い、被災地の福祉施

設における介護職員の確保等に資する予

算の在り方、休止病院からの原子力損害

賠償請求に対する東京電力の対応、医療

業に係る原発事故による原子力損害範囲

の判定等に関する中間指針の見直しの必

要性、津波からの避難に関する取組状況

及び全国的な避難訓練等の重要性、被災

地の防災集団移転計画等における未利用

の宅地及び移転跡地の活用促進策、災害

公営住宅の空き室解消策と入居者に対す

る公的支援拡充の必要性、復興特区にお

ける単独型訪問リハビリステーション事

業の継続に向けた政府の対応、地域鉄道

の災害復旧・安全確保対策に係る財政支

援拡充の必要性、被災自治体に対する職

員派遣・職員受入れに係る経費支援等の

継続の必要性 福島イノベーション・コー、

スト構想におけるロボットテストフィー

ルド等に関する取組、福島第一原発の廃

炉に向けた取組と汚染処理水の処分の在

り方、被災者に対する各種の支援制度打

切りに伴う影響の総合的な把握と対応、

津波・原子力災害被災地域雇用創出企業

立地補助金を基にした事業の現状と改善

の必要性、東日本大震災における経験及

び教訓を検証・継承することの意義、復

興住宅等におけるコミュニティ形成等に

よる孤独死防止対策の推進、東京電力に

よる原子力損害賠償請求に対する紛争の

早期解決に向けた取組の必要性、国連人

権理事会における原発事故に関する各国

からの勧告への対応と今後の取組方針、

東北の観光復興のためのインバウンド誘

客に対する支援等の取組の促進、被災者

生活支援制度の運用において自治体間で

支援格差が生じることに対する国の見解

などの諸問題が取り上げられた。

、東日本大震災復興の総合的７月11日

対策について、参考人から意見を聴取し

た後、各参考人に対し質疑を行い、災害

、時における歴史資料の保全のための方策

福島県における常磐自動車道等の広域イ

ンフラ整備に対する評価、福島イノベー

ション・コースト構想の今後の方向性、

被災した古文書資料の保全に向けた国の

支援の在り方、避難指示区域外からの避

難者の実態調査を復興庁が行う必要性と

実施すべき調査の内容、国連人権理事会

等での「避難の権利」等に関する意見発

表に対する海外の反応、福島県における

被災者のニーズに合った地域医療体制の

整備の在り方 「避難の権利」を踏まえた、

原発事故被災者の避難等の状況に応じた

ケアの必要性、避難元と避難先の両自治

体で住民登録をする「二重の地位」の制

度に対する見解、区域外避難者の「居住

の保障｣等に係る具体的な要望内容などの

諸問題が取り上げられた。



（２）委員会経過

○平成30年１月22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30年１月31日(水)（第２回）

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法

の一部を改正する法律案（衆第１号 （衆議）

について提出者衆議院東日本大震災院提出）

復興特別委員長谷公一君から趣旨説明を聴

き、討論の後、可決した。

（衆第１号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 民進 公明 共産 維新

立憲、希党、国声

反対会派 希会

委員派遣を行うことを決定した。

○平成30年３月22日(木)（第３回）

東日本大震災復興の基本施策に関する件につ

いて吉野復興大臣から所信を聴いた。

平成三十年度復興庁関係予算に関する件につ

いて土井復興副大臣から説明を聴いた。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

平成三十年度一般会計予算（衆議院送付）

平成三十年度特別会計予算（衆議院送付）

（ ）平成三十年度政府関係機関予算 衆議院送付

、（ ）東日本大震災復興 について吉野復興大臣

浜田復興副大臣、高木厚生労働副大臣及び政

府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

櫻井充君（民進 、伊藤孝江君（公明 、岩） ）

渕友君（共産 、川田龍平君（立憲 、石井） ）

苗子君（維新 、山本太郎君（希会 、行田） ）

邦子君（希党 、藤末健三君（国声））

本委員会における委嘱審査は終了した。

派遣委員から報告を聴いた。

○平成30年４月４日(水)（第４回）

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

いて吉野復興大臣、林文部科学大臣、武藤経

済産業副大臣、あかま内閣府副大臣、浜田復

興副大臣、新妻文部科学大臣政務官、山下

（雄）内閣府大臣政務官、秋本国土交通大臣

政務官、平木経済産業大臣政務官、武部環境

大臣政務官、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

文挾誠一君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

森まさこ君（自民 、杉尾秀哉君（民進 、） ）

藤田幸久君（民進 、三浦信祐君（公明 、） ）

紙智子君（共産 、清水貴之君（維新 、山） ）

本太郎君（希会 、川田龍平君（立憲 、行） ）

田邦子君（希党 、藤末健三君（国声））

○平成30年５月11日(金)（第５回）

特別委員長の辞任を許可し、補欠選任を行っ

た。

理事の補欠選任を行った。

○平成30年７月11日(水)（第６回）

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

ついて次の参考人から意見を聴いた後、各参

考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

豊橋技術科学大学学長

福島12市町村の将来像に関する有識者検討

会座長 大西隆君

東北大学災害科学国際研究所准教授

特定非営利活動法人宮城歴史資料保全ネッ

トワーク事務局長 佐藤大介君

避難の協同センター世話人 熊本美彌子君

東日本大震災避難者の会Ｔｈａｎｋｓ＆Ｄ

ｒｅａｍ代表 森松明希子君

〔質疑者〕

足立敏之君（自民 、三浦信祐君（公明 、） ）

藤田幸久君（民主 、川田龍平君（立憲 、） ）

岩渕友君（共産 、石井苗子君（維新 、山） ）

本太郎君（希会 、行田邦子君（希党 、藤） ）

末健三君（国声）

○平成30年７月20日(金)（第７回）

請願第212号外35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30年２月22日(木)、23日(金)

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〕

福島県

〔派遣委員〕

江島潔君（自民 、愛知治郎君（自民 、平） ）

（ ）、 （ ）、野達男君 自民 渡辺美知太郎君 自民

（ ）、 （ ）、杉尾秀哉君 民進 田名部匡代君 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（希会 、行） ）

田邦子君（希党）


