参議院東日本大震災復興特別委員会／2011 年 6 月 14 日

【主 な質 疑項 目】
１ ． 今後 の復 旧・ 復興 に 向け た新 たな 体 制の 必要 性に つい て
２． 復興 に向 けた 取り 組 みの 進捗 状況
３． 農業 者・ 漁業 者が 抱 える 二重 負債 解 消対 策の 必要 性
４． クリ スマ スに イチ ゴ を販 売す る取 り 組み の支 援に つい て
５． 原発 の損 害賠 償問 題 につ いて
○山 田俊 男君
自由民主 党の山 田俊 男であ ります 。今回 の大震災 におき まし てお亡 く
なりにな った方 、さ らには 避難さ れてい る方、さ らには 原発 の事故 によ
りまして 、そし て避 難を余 儀なく されて いる、精 神的に も大 変な御 苦労
を受けて おられ る皆 さんに 本当に お悔や みとお見 舞いを 申し 上げる 次第
でありま す。発災 後これ でちょ うど三 か 月になる わけで あり ます 。十三 、
十四週間 になり ます ですか ね、こ の十四 週間のう ち私は 七回 被災地 を訪
ねており ます。 遠慮 を申し 上げて いたわ けであり ますけ れど 、しか し、
地方の地 元の被 災の 皆さん からも 政治家 としては ちゃん とや っぱり 見て
おかなき ゃいか ぬの だとい うふう におっ しゃって いただ いて 、それ で、
甘えてず っと見 させ ていた だきま した。 それらの ことを 含め まして 、本
日は農林 水産業 、こ の被災 で大変 大きな 被害を受 けてお りま すこれ らの
ことにつ きまし て中 心に質 疑をさ せてい ただきま す。
最初に、 私は、 菅 直 人さん 、私は 二十一 年の十一 月生ま れで ありま す
が、菅 さんは 昭和 二十一 年の十 月生ま れ というこ とで同 年齢 。で すから 、
若いころ から市 民運 動家と しても 脚光を 浴びてお られた 菅 直 人さん のこ
とはよく 承知し てお りまし た。気 にも掛 けており ました 。進 む道が 違い
ますから 、それ ぞれ いろん なとこ ろで違 ったりし たこと とい うのは ある
というふ うに思 いま すけれ ど、し かし、 同一年齢 で見ま すと 、私も 予算
委員会や 本日も また こうし て総理 のすぐ 前に座っ ており ます と、総 理も
同一年齢 で考え ると 大変だ なと、 よくま あ頑張っ ておら れる という ふう
にも思う ところ であ ります 。
確かに、 消費税 どう するか と考え なきゃ いかぬし 、社会 保障 の改革 を
どうする かとい うこ ともあ るわけ であり ます。小 沢さん とい う内な る敵
とどう対 峙する かと いうこ ともお ありだ ったわけ であり ます し、そ れか
らさらに 、後ろ にお ります が、予 算委員 会の我が 党の物 す ご く激し くし
つこい質 疑にじ っと 我慢し なきゃ いかぬ というこ とがあ った わけで あり
ますから 、それ もよ くやっ ておら れると 。私は全 体とし てや じはち ょっ
と控えて いたわ けで 、気付 いてお られた かどうか 分かり ませ んが、 それ
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は同年齢 のよし みで ありま す。し かし、 大変これ だけは びっ くりし まし
たね。何 かとい った らＴＰ Ｐです 。だっ て、食と 農につ いて 、菅さ んは
どちらか という と、 だって 民主党 の食と 農に関す るプロ ジェ クトチ ーム
の座長を やられ たり 責任者 をおや りにな ったりさ れてい たわ けだか ら、
ましてや 市民運 動家 として この問 題につ いての認 識は私 と 共 通して いる
というふ うに思 って いた。 ところ が、総 理になら れてか ら何 をおっ しゃ
ったか。 だって 、開 国だと 、そし てＴＰ Ｐだと、 こんな ふう におっ しゃ
ったから 、まあ 本当 にひっ くり返 ってし まったわ けであ りま す。な ぜ
突然ＴＰ Ｐなの か。 それ菅 さんの 体質と は全く合 わない とい うふう に言
わざるを 得ない わけ であり ます。
御案内の とおり 、我 が国は アジア の東に ありまし て、モ ンス ーンの 島
国でもあ ります 。農 地も制 約され ていま す。言う までも あり ません 、よ
く御存じ のこと であ ります 。そう すると 、人口も 多いわ けで すし、 当然
のこと、 食料の 多く を海 外 に依存 してい るわけで ありま すか ら、そ うし
た中での これま での 国際交 渉は、 前の自 民党、公 明党の その 政権の とき
もそう、 ずっと 一貫 して、 世界の 多様な 国々との 共存を どう 図るか 、そ
れが重要 な命題 だっ た、ヨ ーロッ パの国 とも、ア ジアの 国々 とも、 アフ
リカの国 々とも 。そ の連携 の中で 、ＷＴ Ｏの交渉 もそう だっ たし、 それ
からＡＰ ＥＣの 交渉 もそう だった し、Ａ ＳＥＡＮ の様々 な交 渉もそ うだ
し、アジ アの国 々と の間の ＥＰＡ の取組 について もそれ でや ってき たん
だよ。
ところが 、一転 して 、その 多様な 各国の 農業の共 存とい うこ とに一 番
反対して いたの は ア メリカ であっ てオー ストラリ アです よ。 その国 々と
の間で関 税撤廃 でや ると言 うんだ から、 それはも う考え にく いです 。だ
って、ア メリカ は日 本の農 業をど うしよ うと思っ ていま すか 。自分 の農
産物をオ ースト ラリ アやア メリカ は売ろ うと思っ ていま すけ ど、こ の日
本の農業 を大事 にし ような んてこ とは全 くそれは 考えて いな いです よ。
そういう 中での 構図 をなぜ あなた は、ど こで、整 理しな いで 変節し てし
まってい るのか とい うのは 、何 ともは や 納得いか ない 。ヨ ーロッ パの国 々
の皆さん 、これ は政 府も農 業団体 もみん な同じで すよ、 一体 、日本 はど
うしたん だと、 気が 狂った んじゃ ないか というふ うに言 って います よ、
本当です よ。
さて、今 回、大 震災 が起こ りまし た。津 波、原発 、あな たに とって 誠
に不幸だ ったと いう ふうに 思いま す。原 発の安全 性の確 保に ついて は確
かに自民 党政権 時代 の責任 もまあ 私はあ るんじゃ ないか とい うふう に思
っている んです 、政 策推進 上は。 しかし 、あなた とあな たの 内閣の 初動
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の対応は 、経験 不足 だし、 多くの 失敗を したとい うふう に思 います 。あ
なたの、 攻め一 点張 りのあ なたの やり方 にはもう 本当に 無理 がある とい
うふうに 言わざ るを 得ない わけで ありま す。
今ここに パネル 掲げ ました 。（資 料提示 ）資料も お配り 申し 上げて い
るわけで すが、 災害 処理も 復興も 原発の 収束も、 それか ら、 内閣も それ
から党も 一致結 束し てチー ムをつ くって 対応が求 められ る。 そのリ ーダ
ーとして は、申 し訳 ないけ れども 、残念 だけれど も、あ なた は無理 だと
いうふう に私は 言わ ざるを 得ない という ふうに思 います 。瓦 れきの 処理
も、それ から多 くの 財源が 必要な 予算編 成も、そ れから 原発 の一定 の収
束も、あ なたは やり 残した という ふうに おっしゃ ってい る。 自分で やり
たいとい うふう にお っしゃ ってい るよう だけど、 一人じ ゃ無 理なん です
よ、一人 じゃ無 理。
あなたが どうい う形 でチー ムをつ くって 、そして 部下に 指示 されて 、
そして、 やはり この 国のあ りよう も含め て一生懸 命に考 えて いる政 党人
であった り、国 会議 員であ ったり 、それ から多く の官僚 であ ったり 、そ
の力をど んなふ うに 引き出 すかと いうこ とをちゃ んとや らな きゃい かぬ
わけであ ります から 、どう ぞ、あ なたの おやりに なるべ きこ とは、 とも
かく新し い内閣 をつ くって 、そし てその 皆さんに きちっ と対 策を取 れる
仕組みを つくり 上げ る。こ んなふ うに同 年齢の者 として 、苦 労を知 って
いるだけ に、ま た、 あなた の市民 運動家 としての 役割と いう か意味 は大
変 評 価 し ている ゆえ にこの ことを 申し上 げるんで すよ。 どう ぞ、こ の日
本を大混 乱、こ れ以 上大混 乱させ ないよ うにして いただ きた い、し なき
ゃいかぬ 、こう 申し 上げる 次第で ありま す。どう ぞ、あ なた の方か ら御
意見があ ればお 聞き します 。
○内 閣総 理大 臣（ 菅 直 人 君）
昭和二十 一年の 一か 月違い の生ま れとい うことで 、大変 温か い見方 で
の御質問 をいた だい て有り 難いと 本当に 思ってお ります 。余 り全部 のこ
とを申し 上げる のも 恐縮で すが、 私の仲 間にも有 機農業 を非 常に進 めて
いる仲間 がたく さん おりま して、 私もそ ういうも のの重 要性 を感じ 、ま
た党でも ある時 期、 農業再 生本部 などの 責任者を 務めて 、戸 別的所 得補
償、鹿野 現農水 大臣 や篠原 副大臣 あるい は山田前 大臣、 そう いった 皆さ
んととも に議論 をす る中か ら我が 党のそ ういう政 策が生 まれ てきた 経緯
もありま す。
そういっ た意味 で、 私は農 業とい うもの を極めて 重要視 をし ており ま
すが、同 時に、 今農 業その ものが 高齢化 という中 で若い 人た ちがな かな
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か新たに 入れな い。 そうい ったこ とも含 めて、農 業その もの の在り 方を
積極的な 意味で 改革 してい かなけ ればい けない、 こうい う視 点も持 って
いろいろ 当たっ てい るつも りであ ります 。
また、私 が今お 話を 聞いた 中 で、 確かに 私の責任 という か十 分でな い
ところの 一番大 きか ったの は、結 果的に しろ党を 一丸と して この問 題に
当たる体 制がな かな かつく れなか った。 内閣その ものは 私は よくや って
いただい ている し 、これ までも それな り にやって きたと 思っ ており ます 。
今、原発 事故に つい てもい ろいろ お話が ありまし たが、 これ はある 段階
まで来れ ば、こ れま での法 律や制 度が十 分に機能 しなか った 、今私 が申
し上げる と何か 責任 逃れの ように 感じま すけれど も、私 は少 し落ち 着い
た段階で は全面 的に 見直し ていく 必要が あると思 ってお りま す。
例えば 、 先 ほ ど の 議 論 の 中 で 、 少 し だ け 触 れ さ せ て い た だ き ま す と 、
私が、発 災した 数日 後に当 時でい う政府 と東電の 統合本 部と いうも のを
東電の本 店内に 設け ました 。そこ には、 福島の第 一、第 二の サイト を含
め、あら ゆると ころ とテレ ビ中継 が可能 な形にな ってい て、 つまり は東
京にいよ うが現 場に いよう がほと んどの 情報が共 有でき るわ けです けれ
ども、そ ういう 形は それま では、 （発言 する者あ り）今 海水 注入の こと
が出てお りまし たが 、それ はそれ よりも 前の話で ありま して 、そう いっ
た意味で 、大変い ろんな 意味で 不十分 さ があった ことは 感じ ており ます 。
ですから 、その こと につい ては少 しこの 状況が落 ち着い た段 階で、 是非
今後の原 子力の 安全 性やあ るいは 対応に 対して現 在の法 制度 やある いは
ハードも 含めて いろ いろな 問題が あると 思ってお ります 。
その上で 申し上 げま すと、 私は、 山田さ んからは 割と温 かい 表現を い
ただきま したけ れど も、私 も、そ ういう 、先日の 衆議院 の不 信任案 が出
されたと きに、 党が まとま ってい ただけ れば十分 不信任 案は 否決が でき
るわけで ありま すか ら、そ ういう 中で対 応しよう と思っ たわ けです が、
なかなか 党の中 でも いろい ろ議論 があり まして、 私とし て一 定のめ どが
出た段階 で責 任 を若 い世代 に引き 継ぎた いという ことを 申し 上げま した 。
私は、こ の状況 、も ちろん ずっと まだま だ続きま すが、 少な くとも 今
この時点 で、や はり 引き継 ぐとこ ろまで は逆に言 えば責 任を 持って やら
なければ ならな い問 題、ま さにこ の法案 審議もそ うであ りま すし、 そう
いうこと を含め て、 急がな きゃい けない 二次補正 もそう であ ります し、
あるいは 先ほど 来出 ました 再生可 能エネ ルギーの 道筋を 、少 なくと も今
出してい る法案 につ いては きちん とやっ ていくこ ともそ うで すし、 そう
いうこと につい ては きちん と責任 を果た すと、そ の上で 次の 世代に 責任
を引き継 い でい きた い、そ の考え 方には 全く変わ ってお りま せん。
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○山 田俊 男君
今一緒に やって きた という お名前 をお挙 げになっ た山田 前大 臣、さ ら
には篠原 現副大 臣に したっ て、こ れは私 が見てい る限り はＴ ＰＰに つい
ては反対 なんだ よ。だから 、総 理、あなた はどこか で間違 った 。だか ら、
早く、間 違った まま でこの ことを 続けて いっちゃ 駄目だ よ。 だから 、も
うやめて 、もう 一回 よく考 えて、 そのう ちに必ず どこか で出 直す機 会だ
ってちゃ んとあ るか ら、そ ういう 意味合 いを含め て、こ の大 事な国 を混
乱させな い、そ のた めの取 組をち ゃんと 今決断し ていた だき たい、 こん
なふうに 思いま す。
パネルに 出しま した が、私 は先般 ＪＡ仙 台に行っ てまい りま した。 被
災農業者 の調査 であ ります 。八〇 ％に上 る被災農 業者、 ほと んど全 部が
被災農業 者です 。こ れらは ちゃん と今後 も営農を 続けた いと いうふ うに
言ってい るんで す。 こうし た農業 者の要 望をどう こたえ てい くかと いう
ことが物 すごい 大事 なんで 、とこ ろが、 一番やっ ぱり皆 さん 、三か 月た
って、夜 寝てい て思 うそう です。 ああ、 あした朝 起きた ら瓦 れきが なく
なってい て本当 に元 の農地 に戻っ ている というこ とを夢 見る そうで すよ 。
だから、 ここの 対策 を何と しても 急がな きゃいか ぬのだ とい うふう に思
います。
その場合 、被災 地の 状況に よって も異 な りますが 、結局 は手 順を踏 ん
だ取組が 必要に なり ます。 そこに いろい ろ書いて ありま すが 、一番 今困
難なのは 、大き な瓦 れきの 撤去は ありま すよ、自 動車の 撤去 もあり ます
よ、それ からも ちろ ん亡く なった 方の遺 体の捜索 という こと もあっ たん
だと思う んだ 。こ れらの ことが 大変難 し かったと いうの は 、私も 分かる 。
しかし、 もうこ こへ 来て厄 介なの は、ヘ ドロの除 去なん です 。さら に、
ヘドロを どうす るか 、技術 も何も 十分確 立してな いんだ から 、そし てそ
の中でや はり、 ヘド ロの中 で自分 の大事 な田んぼ のとこ ろへ 行って こう
して見て みると 、や はりそ こには 細か い ガラスが あった り、 くぎが あっ
たり、そ れから 細か い瓦れ きがあ ったり している 。ここ を本 当に元 に戻
すという のは大 変な ことだ という ふうに 思う。
一体、これを ちゃん とやっ ていく のに は 何か月掛 かるの か。環境大 臣、
いつまで めどを 付け るのか 、マス タープ ランを作 ってお られ るわけ で、
とりわけ そのこ とは 環境省 だけじ ゃ到底 駄目です ね。だ って 、水は けを
やるため には国 交省 にやっ てもら わなき ゃ、さら には、 農地 海岸は 農水
省にやっ てもら わな きゃい かぬ。 この連 携の中で 着実に でき るんだ 。そ
れから、 市町村 、自 治体が その気 になっ て一緒に なって やら なきゃ いか
ぬ。市町 村、自 治体 に対し てちゃ んとそ のための 予算も 確保 しなき ゃい
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かぬ。そ ういう 一連 の工程 表と絵 の中で こそちゃ んと進 むん ですよ 。そ
れを説明 してく ださ い。
○国 務大 臣（ 松本 龍君 ）
お答えい たしま す。 委員に おかれ まして は何度も 足を運 んで いただ い
て、防災 大臣と して 、また 環境大 臣とし てお礼を 申し上 げた いと思 いま
す。も う三か 月と いう話 もあり ますし 、私 にとって はまだ 三か 月とい う、
これから まだや らな ければ ならな いこと 、たくさ んあり ます 。今月 にな
って各市 長ある いは 町長、 ほとん どの方 々とお会 いし、 連絡 を取り 合い
ま した。 そうい う意 味では 、環境 省も派 遣をしな がら、 契約 の事務 、あ
るいは専 門家を 連れ ていき ながら 、瓦れ きの撤去 に向け て今 努力を して
います。
取りあえ ず住居 に近 いとこ ろの瓦 れきは 八月をめ どに仮 置き 場に行
くという ことを 指示 をして おりま すけれ ども、そ れぞれ 濃淡 がござ いま
すし、市 町村に よっ て今首 長も苦 労され ておりま すし、 被災 された 、ま
た家族を 亡くさ れた 職員も きつい 思いを されてい ます。 また 議員の 方々
もそれぞ れ苦労 され ていま す。そ ういう 方々の話 をしっ かり 受け止 めな
がら、こ れから も努 力をし てまい ります 。何度も 首長に 言い ました けれ
ども、御相 談があ れば乗 るとい うこと で 今やって いると ころ であり ます 。
○山 田俊 男君
松本大臣 、伺っ てみ ますと 、市町 村の判 断で弾力 的にち ゃん と使え る
やはり財 源がな いと いうこ とを物 すごく やっぱり 悩んで おら れるわ け。
だから、 やるこ とが 硬直的 になる わけ。 被災した 農業者 が市 町村に 相談
に行った り農協 に相 談に行 ったり したっ て、いや 、これ もで きない 、あ
れもでき ない、 これ も分か らない 、あれ も分から ない、 そう いう話 の羅
列になっ ちゃう んだ よ。こ れ、三 か月た って、よ うやく 今本 当に家 族の
ことも、 もう本 当に 何とな く胸か ら、落 ちてない 人もた くさ んおら れる
けど、落 ちた。 それ で、こ の次、 さあど うするか と考え てお られる とき
に は、やっぱ り復 興の絵 をきち んと示 さ なきゃ駄 目なん だよ 。と ころが 、
その絵を 相談に 行っ たら、 あれも 駄目こ れも駄目 ではや っぱ りもう 本当
にくじか れてし まう わけ。 それを やるた めにも、 市町村 がち ゃんと 自主
的に対応 をやる ため にも、 自民党 が第一 次提言、 第二次 提言 、第三 次提
言、共に 一番先 に載 せてい るのは きずな 基金、基 金の設 置な んです よ。
この基金 をきち っと 造成し て、そ してそ れを使え る、こ の仕 組みを 何と
してもつ くって ほし いんで すが、 いかが ですか。
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○国 務大 臣（ 松本 龍君 ）
きずな基 金のこ とに つきま しては 、御提 言をいた だいて いる の はよ く
承知をし ており ます 。いち 早く自 民党の 皆さんも 公明党 の皆 さんも 実務
者会議を 開いて いた だいて 提言を してい ただいた こと、 心か ら感謝 を申
し上げた いとい うふ うに思 ってお ります 。復興 構想 会議に おきま しても 、
これらの 基金、 ある いは特 区の問 題、あ るいは再 生可能 エネ ルギー の問
題等々取 り組ん でお られま す。そ ういっ た中から しっか り今 月中の 提言
を踏まえ て私ど もも 考えて まいり たいと 思います し、こ れか らも努 力を
してまい りたい と思 います 。
○山 田俊 男君
大臣、そ こ物す ごい 大事な ところ だから 是非ちゃ んとや って もらい た
いという ふう に 思い ます。 それか ら、先 ほど手順 で示し まし た農地 を復
旧させる という 取組 の中で 、地域 のこと を一番よ く知っ てい る土地 改良
の組合、 これの 役割 が大き いんで すよ。 ところが 、その 土地 改良に 、今
はもうみ んな被 災し てしま ったも のだか ら、被災 した農 家か ら水に つか
っている 田んぼ から 賦課金 よこし てくれ といった って、 そん なもの 出せ
ないじゃ ないで すか 。だか ら、結局 、何も できない でいる んで す。実 は、
土地改良 の中に ずっ と長い 間ため てきた 賦課金が あった 、こ れは特 別調
整金とい うのが あっ た。
蓮 舫大 臣 に 聞 き ま す 。 こ れ ど こ か で 国 庫 に 徴 収 し て し ま い ま し た ね 、
六百億円 もあっ たん だよ。 あの金 が今あ れば、も っとこ んな 形で希 望に
こたえた 、要望 にこ たえた 仕事が できる と言って いるん だよ 、みん な。
それを徴 収した の、 あなた じゃな いです か、民主 党の内 閣な んだよ 。確
か に 蓮舫 さんね 、テ レビに 出られ ると格 好いいし さ、そ れは まあ私 も格
好いいと 見てい ます が、と ころが だよ、 格好いい だけで 本当 に大事 な、
大事な予 算を、 自民 党はこ ういう ことも あるかも しらぬ とい う徹底 した
議論の中 で、こ れは 何とい ったっ てやっ ぱり必要 だとい うこ とでや って
きたの。 ところ が、 天下っ ている んじゃ ないかと か、気 に 入 らない んじ
ゃないか とか、 それ から無 駄にし ている んじゃな いかと か、 無駄な 金が
そこにあ るんじ ゃな いかと いうた だそれ だけで国 庫に上 げて いった じゃ
ないです か。元 に戻 してく ださい 。 蓮 舫 大臣。
○国 務大 臣（ 蓮舫 君）
お答え申 し上げ ます 。委員 御指摘 のとお り、まさ に農業 、農 地の復 興
のための 土地改 良区 の取組 の重要 さは私 も共有を してお りま す。
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御指摘の 、一昨 年の 事業仕 分第一 弾のと きですけ れども 、先 生御指 摘
のこの基 金は、 まさ にその 災害復 興が目 的という ことで はな くて、 どう
やって新 規参入 して いただ けるか 、農業 従事者を 増やし てい くこと がで
きるか、 そのた めに 農家の 負担を どうや って軽減 してい くこ とがで きる
という目 的で基 金が 設置さ れてい ます。
この基金 そのも のに ついて の必要 性は否 定はして おりま せん が、例 え
ば、平成 二十一 年度 末の残 高見込 みが五 百九十四 億、御 指摘 の額が ござ
いました 。それ に対 して、 平成二 十一年 度の事業 費見込 みは 百六億 円。
まさにそ の事業 費を 大きく 上回る 、それ だけの基 金を積 んで いく必 然性
が議論を されま した 。
もう一つ は、こ の資 金をま さに御 指摘い ただいた んです が、 官庁Ｏ Ｂ
が再就職 してい る、 天下り の方が おられ る公益法 人を、 そこ を通る 必要
性、その 仕組み につ いての 議論も 行われ ました。 その結 果と して過 大な
見積りに なって いる 基金に ついて は国庫 返納とい う、そ うい うやり 取り
が事業仕 分の中 でご ざいま した。 そのこ とにおい て、基 金を 国庫返 納し
た上で必 要な事 業費 におい ては毎 年度の 予算措置 で適切 に行 われて いる 、
それを考 えます と、 結果と して事 業仕分 のまとめ に私は 間違 いがあ った
と は 思 っ ており ませ ん。
○山 田俊 男君
二十三年 度の農 林水 産予算 は、も う二兆 四千五百 億円に 前年 度より 引
き下げら れてい るん ですよ 。一体 それじ ゃ、土地 改良の あの ときの 特別
調整積立 金はど こへ 行った んです か。ど こへ、ど こへ吸 収さ れたん です
か。その お金は どこ へ行っ ている んです か。農林 水産予 算じ ゃなく てど
こか別の ところ へ行 ってい るわけ ですね 。そうでし ょう。あ のね、要 は、
（発言す る者あ り） じゃ、 答弁、 御存じ ですかね 。
○委 員長 （柳 田稔 君）
答弁ちょ っと待 って くださ い。御 静粛に お願いし ます。 蓮舫 大臣。
○国 務大 臣（ 蓮舫 君）
お答え申 し上げ ます 。詳細 につい ては財 務大臣に 聞いて いた だけれ ば
いいと思 ってお りま すけれ ども、 今のこ の日本の 置かれ た財 務状況 にお
いて、本 当に適 切な 事業を 効率的 に効果 的に執行 するた めに も事業 仕分
というの を行い まし た。そ の結果 として 、私は、 仕分、 行っ たこと に対
して様々 な声は いた だいて おりま すけれ ども、そ の貴重 な財 源を今 優先
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的に何に 使われ るの かとい うのは 、政府 一体とな って予 算編 成をし てい
るところ でござ いま す。
○山 田俊 男君
もう一つ 後で、 事業 仕分で 大変な 苦労を した事案 が一つ あり ますか ら 、
後にまた しまっ てお き ます 。さて 、今、 三か月た って瓦 れき がいっ ぱい
たまって いる、 そん な中で 、先が 見えな い。そこ で出て いる のが、 この
ままでは 営農の 再開 はもう 望めな いと、 だから農 地を買 い上 げても らえ
ないかと いう声 があ るんで す。
私が行き まして お訪 ねした 三十二 歳の農 業青年、 宮城県 の亘 理の農 業
青年です 。家 も作 業場も 車もハ ウスも 農 業機械も 流され まし た。家族は 、
祖父母、 両親、 妻、 子供三 人の九 人家族 、すばら しいで すね 。それ で、
借金は、 ハウス 、新 築した ばかり で千五 百万円、 そのほ かに 肥料等 生産
資材の売 掛金も 抱え ており ます。 これま での販売 額は、 イチ ゴを中 心に
して四千 万円、 これ なかな かの経 営をや っぱりち ゃんと やっ ている んで
す。だか ら、若 くて 一生懸 命やっ ている んです。 今、瓦 れき の撤去 の仕
事に携わ ってい るそ うです 。早く 営農を 再開した い、イ チゴ の栽培 始め
たい。し かし、 先の 見通し が立た ないと いうこと であり ます 。どう ぞ、
このため には、 彼も 農地を 六反歩 持って います。 イチゴ を作 るため の農
地は三反 歩、そ れは それで 除いて おいて 、しかし 、あと の農 地を、 ちゃ
んと借金 の言う なれ ば償却 のため に、こ れはしか るべき とこ ろで買 い上
げてほし いとい う強 い要望 があり ます。 そのこと で農業 再 建 を果た して
いこうと いうこ とな んです 。
特色とし て、被 災し た農家 、多く の農家 は大なり 小なり 農地 を持っ て
いるんで す。そ して 、同時 にまた 借金抱 えている んです 。農 業のそ れら
の借金、 そして 新し い取組 をやる ために は、それ は二重 負債 になっ ちゃ
う、残っ ちゃう から 踏み出 せない でいる わけね。 その負 債を 解消す るた
めの手だ てとし ても 農地の 買上げ という のは大変 大事な こと だとい うふ
うに思い ますが 、鹿 野大臣 に、国 は法律 上農地を 買い上 げる ことが でき
るのかど うか。
そしてま た、農 地を 買い上 げて、 今こう いう水つ かって いる ところ を
ちゃんと 土地 改 良し て、そ してや りたい という農 家にま たそ れを渡 すと
いう手だ てがあ るわ けね。 そうい うこと もちゃん とでき るの かどう か。
そして、 その際 必要 なのは 、価格 は被災 前の価格 で買っ ても らいた いん
だよ、そ うおっ しゃ ってい る、こ れはで きるんで すか。
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○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今回被災 に遭わ れた 農地を 有効的 に土地 利用して いく場 合、 国がま ず
いっとき 買収し たら どうか という ような 御提言を 農林水 産委 員会に おき
ましても 御提言 いた だいて まいり ました 。
そうい う 中 で 、 自 主 的 に こ の 農 地 を 買 い 上 げ る こ と が で き る の か と 、
こういう ことで ござ いま す けれど も、現 行法にお きまし ては 、国が 農地
等の買収 を行う こと ができ るのは 、農地 を所有す る法人 が農 業生産 法人
として要 件を満 たさ なかっ た場合 等に限 定されて いるた めに 、被災 地の
復興に向 けた農 地の 買収を 行うと いうこ とは現行 農地法 では 困難で ある
と、こう いう認 識で ござい ます。 そのた めに、被 災農地 の買 取りと いう
ことにな ります なら ば、別 途立法 措置が 必要であ ると、 この ように 考え
ておると ころで ござ います 。また 、その 場合、時 価での 買収 という もの
が基本で あると いう ことが 考えら れるわ けであり ますけ れど も、被 災前
の価格で 農地を 買い 上げ る ために は、そ のことに ついて も当 該立法 措置
の中で措 置を講 ずる 必要が あるも のと、 こういう 考え方 でご ざいま す。
○山 田俊 男君
そうなん ですよ 。復 興構想 会議が 、農地 を買い上 げる、 そう して農 地
の利用調 整も進 めて やると おっし ゃって いる。し かし、 それ は大き な壁
があるわ けよ。 でき ないん だよ。 ところ が、 蓮舫 大臣、 でき る方法 はあ
るんです よ。だ って 、農地 保有合 理化法 人、これ は買え るじ ゃない です
か。これ が買え るん だよ。 そして 、ここ はちゃん と一千 億に 近い金 をち
ゃんと持 って、 その ために 仕事が できる 仕組みに なって いた んだよ 。そ
の金を事 業仕分 で吸 い上げ たのは あなた じゃない ですか 。
○国 務大 臣（ 蓮舫 君）
お答え申 し上げ ます 。先生 御指摘 の全国 農地保有 合理化 協会 の各基 金
への補助 事業の こと かと思 ってお ります 。この 補助事 業も 、済 みませ ん、
繰り返し になり ます けれど も、目 的とし ては大き な被災 があ ったと きの
そこの復 旧復興 のた めのも のでは ござい ませんで した。 やは り、こ れは
農業従事 者に対 する 支援と いう目 的のも のでござ いまし た。 過去、 平成
十八年度 の会計 検査 院の指 摘によ りまし ても、低 調な実 績、 あるい は多
額な剰余 金、あ るい は資金 の効率 的な活 用の指示 など指 摘を 受けて おり
ました。 私たち 、一 昨年の 事業仕 分第一 弾におい ても、 じゃ この協 会が
行ってい る基金 事業 全部に わたっ て大き く二点。 一つは 回転 型。こ れ、
貸付け、 返済に より 基金を 回転し ていく 。この回 転型に つい ては、 基金
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から直接 貸し付 ける のでは なくて 、公庫 などの融 資に利 子補 給を付 ける
ような方 法はで きな いんだ ろうか 。ある いは、取 り崩し 型。 基金を 取り
崩して、 補助、 補填 につい ては事 業の実 績に比し て基金 総額 が過大 とな
っていな いか、 あく までも その基 金の事 業の在り 方につ いて 議論を させ
ていただ いて、 その 上で過 大にな ってい るものに ついて は国 庫返納 と結
論付けた もので ござ います 。
○国 務大 臣（ 松本 龍君 ）
先 ほ どの 農 地の 件です けれど も、私 も 十日ほど 前に陳 情を 受けま し
て、仮に 復興構 想会 議が提 言をさ れ、あ るいは仮 に農地 を政 府が買 い上
げるとし たら、 当然 被災前 の時価 という ふうに私 は理解 をし ていま す。
○山 田俊 男君
農地を買 い上げ ると すれば 被災前 の時価 、これを 聞いた だけ で被災 の
農家は本 当に元 気付 くよ。
そして 、 今 、 法 制 度 の 改 正 が 必 要 な ら 法 制 度 の 改 正 や る 。 さ ら に は 、
現在でも 、これ は 蓮 舫さん がおっ しゃっ ている意 見はち ょっ と違う んだ
けど、違 うんだ よ、 ちゃん と農地 保有合 理化法人 は農地 買っ て、そ して
売買でき るんだ よ、 調整で きるん だよ、 やりたい という 農家 に売り 渡す
こともで きるん だよ 。だか ら、そ の仕組 みを、早 く金返 しま しょう よ、
八百億円 、一千 億円 あった んだか ら。返 して、ち ゃんと 事業 をやれ るよ
うにしま しょう よ。 彼らは 、やり たいと 、みんな から言 われ ている 。や
りたいけ れど 、実 はあの ときの 金がな い から今は 何にも でき ないん だよ 。
借りてや ればい いだ ろうと 、借り て。毎 年の予算 で借り てや るのか い、
それだっ てでき な い んだ。 やっぱ りこう いう基金 があっ て初 めてで きる
んです。
これは、 先ほど も言 ったけ ど、自 民党が 長いこの 議論の 中で 、新し い
農業をつ くる、 日本 の大事 な農地 をどう するかと いうこ との 関連で 、こ
のことは 必要な んだ という ことで 、これ を大事に 大事に 育て てきて 守っ
てきたん だよ。 その ことの 意味を よく分 かってい ただき たい という ふう
に思いま す。時 間が ありま すので 、あと は午後に させて もら います 。
○委 員長 （柳 田稔 君）
午前の質 疑はこ の程 度にと どめ、 午後一 時まで休 憩いた しま す。
午前十一 時五十 四分 休憩
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午後一時 開会
○委 員長 （ 柳 田稔 君）
ただいま から東 日本 大震災 復興特 別委員 会を再開 いたし ます 。休憩 前
に引き続 き、東 日本 大震災 復興基 本法案 、地方自 治法第 百五 十六条 第四
項の規定 に基づ き、 現地対 策本部 の設置 に関し承 認を求 める の件、 以上
両案件を 一括し て議 題とし 、質疑 を行い ます。岩 城光英 君の 関連質 疑を
許します 。山田 俊男 君。
○山 田俊 男君
午前中 に 引 き 続 き ま し て 、 何 点 か 是 非 問 い た い こ と が あ り ま す の で 、
よろしく お願い しま す。午 前中に 引き続 きまして 、農業 の二 重債務 解消
というこ とが物 すご く重要 になり ます。 この農業 の二重 債務 を考え ると
きには、 農地 の 買上 げをど うする かとい うのが多 分私は 一番 の課題 なん
だという ふうに 思い ます。
鹿野大臣 、どう ぞ農 地の買 取りの 仕組み 、機構を 何とし てで もつく っ
てもらい たい。 それ で、国 がそこ で買え ないとい うこと であ れば、 必要
な法制度 の改正 も当 然必要 であり ますし 、それか ら 蓮 舫 大臣 との間 で先
ほどやり 取りし まし た農地 保有合 理化協 会なり法 人がど んな 役割を 果た
すか、も ちろん 金を 返して もらっ た上で というこ とであ れば それは 可能
なわけで ありま すか ら、そ ういう 工夫を しながら 機構を つく りたい 、つ
くらなき ゃいか ぬの じゃな いかと いうふ うに思い ますが 、 農 水大臣 のこ
の問題に ついて の決 意をお 聞きし ます。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
被災に遭 われた とこ ろの農 地の土 地利用 をどうい う形で どう いう方
式で活用 してい くか という ことに つきま しては、 今委員 から 、国が ひと
まず農地 を買っ て、 そして しっか りと復 旧した形 でまた 農業 者の人 に農
業をやっ てもら うよ うなそ ういう 仕組み も必要で はない かと 、こう いう
ような御 提言で ござ います 。いろ いろな そういう 貴重な 御提 言とい うも
のを受け 止めさ せて いただ きなが ら、県 におきま しても それ ぞれ考 え方
も条件も 違うと いう ところ もござ います ので、い ろいろ と関 係県あ るい
は市町村 のそし て現 地の農 業者の 方々の 意見、考 え方と いう ものを 更に
お 聞 きを しなが ら、 最も適 切な措 置を講 じてまい りたい と、 こうい うふ
うに考え ており ます 。
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○山 田俊 男君
確かに大 臣おっ しゃ います ように 、農地 を買うと いいま して も、岩 手
の事情と 、それ から 宮城の 本当に 農業地 帯が被災 したと ころ と、そ れと
原発の事 故でも う全 員が避 難を余 儀なく されてい る福島 の地 帯と、 それ
はもう対 応が違 うと いうの はよく 分かり ますから 、そこ をよ く考え なが
ら、是非 仕組み が必 要だと いうふ うに思 いますし 、是非 、こ のこと はも
う与野党 一致し てち ゃんと この法 律を出 すという 仕組み で何 として も仕
上げたい という ふう に思い ます の で、よ ろしくお 願いし ます 。
さて、も う一つ 、ク リスマ スにイ チゴを 販売する 取組と いう のを実 は
宮城県の 東部の 被災 地帯で 今みん な努力 していま す。二 十ヘ クター ルの
ハウスを ちゃん と造 ろうと いう取 組であ ります。 これに つい て、農 林水
産省は十 三人の 専門 のスタ ッフを 配置し て取り組 むとい うふ うに言 って
くれてい ますか ら、 これも 鹿野大 臣のリ ーダーシ ップで 、な かなか だと
いうふう に思っ てい るとこ ろであ ります 。
ところで 、この 事業 をやる に際し ても、 まさに被 災した 若い 青年農 業
者は、ハ ウスや 農機 具を新 たに準 備する ための事 業、こ れは 東日本 大 震
災農業生 産対策 交付 金なん ですが 、これ 二分の一 の補助 なん ですよ 。こ
れでは、 今まで 持っ ている 借金、 更にそ の上に二 分の一 の、 残り二 分の
一の部分 のまた 借金 をする のかと いうこ とで大変 な不安 と戸 惑いが あっ
て、本当 に、大 臣、 このま までい くとク リスマス にイチ ゴと いうこ のモ
デル的な 事業も ちゃ んと進 むのか どうか 大変心配 なんで す。 是非、 ここ
でしっか り二分 の一 以上の かさ上 げの助 成の仕組 みをつ くる という 大臣
の決意、 聞かせ ても らいた いと思 います 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今、イチ ゴ農家 、宮 城県の 亘理町 、山元 町を中心 とした とこ ろ の方 々
に、委員 が直接 、数 回にわ たりま して足 を運ばれ 、いろ いろ 御助言 をさ
れている ことに 対し まして 感謝を 申し上 げたいと 思いま す。 そうい う中
で、今お 話しの とお りに交 付金が 二分の 一と、こ ういう こと であり ます
から、今 後それ に更 にかさ 上げと いうこ とでござ います が、 実はこ の交
付金を活 用する 場合 に、何 といっ ても生 産者の方 々に負 担を なるべ く少
なくして 再生産 に励 んでも らうと いうふ うなこと が大事 だと 、この よう
な考え方 から、 地方 財政措 置が講 じられ ますよと いうふ うな ことも 提示
をさせて いただ いて おりま す。
そのほか に、農 協の 協力に よっ て 建屋は 農協が、 そして それ をリー ス
してもら うと、 こう いうよ うな方 式もど うですか と。そ して また、 融資
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措置とい たしま して 、最長 で十八 年間、 無担保無 保証人 で対 処する 、そ
ういうふ うな仕 組み もござ います よと。 こういう ような こと を、い わゆ
る二分の 一プラ スか さ上げ につい てのい ろんな考 え方を 提示 をさせ てい
ただいて 、そし て今 農家の 方々に 検討し ていただ いてい ると いうと ころ
もござい ます。 そう いう意 味で、 今後と もしっか りと直 接連 携を取 りな
がら、農 政局を 中心 として 、当然 のこと ながら市 町村長 とも 連絡を 取り
ながら、 今後、 具体 的に再 びの営 農に向 かって意 欲を持 って 取り組 んで
もらうよ うに努 力を してま いりた いと思 っており ます。
○山 田俊 男君
大臣のそ の三つ の仕 組みを ちゃん と活用 してでき るだけ 負担 がない
ようにし ようと いう お話に ついて は分か らないわ けじゃ ない んです が、
本当に被 災して 、そ して瓦 れきの 処理を 含めて今 一生懸 命や ってい る市
町村自治 体、そ こが 、その 地方財 政措置 、言うな れば特 別交 付金で ちゃ
んと後で やって もら えるの かどう かとい うことに ついて の判 断がや っぱ
りできて いない んで すよ。 だから 、二分 の一だけ に止ま って しまっ てい
るんです 。
ここを解 消する た め には、 やはり 先ほど 来議論に なって いま す基金 で
すね、こ れをつ くっ て、そ の基金 の中で 、例えば そこの 亘理 町、山 元町
のこの取 組につ いて は何と してで も成功 させると いうこ との ために 基金
を活用し て、そ して 負担の ないよ うな取 組をやっ てみる と、 こうし たこ
とが必要 だとい うふ うに考 えます から、 是非、こ の第二 次補 正予算 の中
にそれを 何とし てで も入れ てもら いたい と、こん なふう にお 願いす ると
ころであ ります 。
それから 、水産 加工 につい ても、 これは 加工施設 の復旧 につ いての 予
算が第一 次補正 予算 では少 な過ぎ るんで す。あれ じゃも う本 当に何 もで
きないと いう声 が出 ており ますし 、そ れ から木材 の加工 につ きまし ても 、
岩手の宮 古の間 伐材 の一次 処理の 会社で すね、大変 な被害 を被り ました 。
千名雇用 してい るん ですよ 、あそ こで。 東北の山 の間伐 材を あそこ で扱
って、そ して一 次加 工して いるわ けです ね。だか ら、そ の一 次加工 する
ところが 流れた わけ ですか ら、あ とは製 品に仕上 げる東 北各 地に存 在し
ている製 品加工 場も 駄目に なって いるん です。だ から、 その 一次加 工 の
そこに手 を打つ 対策 が二次 補正予 算で必 要なわけ であり ます から、 その
点しっか りやっ ても らいた いんで すが、 大臣の御 意見聞 きま す。
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○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
具体的な 今御提 言、 御提示 につき まして 、私ども も、現 地、 現場、 そ
して県、 市町村 の更 なる連 携の下 に、言 わば、私 がよく 御用 聞きを やら
なきゃい けない と、 こうい うよう なこと を申し上 げてい るわ けであ りま
すけれど も、そ うい う本当 に実態 に合っ た形で、 どうす れば スピー ド感
を持って 具体的 な施 策に結 び付け ること ができる か、こ うい うこと を更
に頭に入 れなが ら懸 命に取 り組ん でまい りたいと 思って おり ます。
○山 田俊 男君
大臣、そ の決意 でし っかり 仕事し てもら いたいと いうふ うに 思いま す 。
さて次に 、原発の 損害賠 償問題 につき ま して触れ させて いた だきま すが 、
放射能、 言うな れば 放射性 物質の 拡散以 降、避難 しても う三 か月に なる
わけであ ります 。ふ るさと を離れ て、そ して生活 される とい うのは 本当
に大変だ という こと は先ほ ど岩城 先生の お話の中 にもあ った わけで あり
まして、 このふ るさ とを離 れてい る避難 者の気持 ちを考 える と、も う本
当に涙が 出るほ ど悲 しい出 来事で ありま す。そう なりま すと 、一体 、損
害賠償審 査会、 これ は文科 大臣で すね、 相当な因 果関係 など といっ て責
任や賠償 を軽く する ような 動きに 見える んですよ 、やっ ぱり みんな から
とってみ るとね 。も う現に セシウ ムが出 ているん です か ら。 もちろ ん、
食用にす るため には これが 限度だ よとい うことを 徹底し てち ゃんと やっ
ているん ですよ 。そ のこと をちゃ んとや るために も、や はり 出たと ころ
について はちゃ んと 損害賠 償をす るとい う、ここ をやっ ぱり きちっ と基
本にする んだと いう ふうに 思いま す。こ の点につ いて、 全て 賠償す ると
いう基本 でやる とい うこと を明ら かにし てくださ い。
○国 務大 臣（ 高木 義明 君 ）
今回の原 子力発 電所 の災害 におい ては多 数の被害 者が出 てお りまし
て、御指 摘のと おり に、で きるだ け早く 適切に賠 償され るこ とが何 より
でござい ます。 そう いう意 味で、 いわゆ る損害の 範囲と いう のを明 確に
しなきゃ なりま せん し、こ の範囲 につい て今審査 会で鋭 意検 討して おり
ます。既 に一次 、二 次の指 針が示 されて おりまし て、御 指摘 の点に つい
てはさら に三次 の指 針の中 で、と りわけ 農林水産 業界に おい ても専 門委
員も選出 をいた しま して、 しっか り今議 論をして おられ ると 思って おり
ます。で きるだ け早 く、次 の段階 で指針 が示され るよう に私 たちも 頑張
っ ていき たいと 思っ ていま す。
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○山 田俊 男君
損害の範 囲が問 題だ という ふうに 言って おられま すが、 損害 の範囲 と
いったと きに、 それ じゃ農 産物に ついて セシウム が、あ れだ け爆発 して
広がって いる、 そし て、場 合によ ったら 今も出て いるか もし らぬと 、よ
く分かり ません が。 そうい うよう な状況 の中で、 やはり きち っと損 害賠
償をする と、少 なく とも暫 定基準 値を超 えるもの につい ては ね。そ して
安全確保 する。 そこ に、や らなき ゃいか ぬのに、 相当な 因果 関係と か損
害の範囲 と言っ てい るから 物すご く不信 があるわ けです 。
それに、 さらに 、じ ゃ損害 の賠償 は一体 どんな事 情にあ るか という こ
とですよ 。パネ ルで も示し てあり ますし 、資料も 差し上 げて いるわ けで
あります けれど もね 。だっ て、三 か月た ったんで すよ。 そし て、今 その
農林漁業 者に対 して 現段階 で支払 われて いる金額 は幾ら です か。三 億円
ですよ。 ただ三 億円 。一体 、この 状況だ けで本当 にいい のか と。水 産物
にしてか らが二 億円 しか払 われて いませ ん。全体 の請求 額に 対して 、農
産物につ いては 二％ 、それ から水 産物に ついては 一一％ です よ。こ れし
か払って いない 。こ れでは 、期待 にこた えるとい います か、 みんな の苦
しみにこ たえた こと になら ないじ ゃ ない ですか。 この点 につ いてい かが
ですか。
○国 務大 臣（ 高木 義明 君 ）
まさに、委 員御指 摘の件 につ いては、審 査 会で公正 中立、そ して早 く、
そういう 思いで 議論 をされ ており ます。 委員の御 指摘も 、こ れは審 査会
の中にも 十分反 映で きるも のだと 私は思 っており ます。
○山 田俊 男君
どうも、 当事者 であ ります 東電と 、それ と国が共 同して 全面 的に責 任
を持った 取組を 行う べきに もかか わらず 、この両 者がや やも すると 責任
回避をし 合って いる ような 気がす るわけ でありま す。と もか く東京 電力
が会社と して全 てを 挙げて 対応す る、そ れ以上に ついて は国 が責任 を持
つという 基本、 これ が私は できて いない というふ うに思 うん です。 この
点につい て、海 江田 経産大 臣にな ります かね、お 答えく ださ い、決 意を
述べてく ださい 。
○国 務大 臣（ 海江 田万 里 君）
山田委員 にお答 えを いたし ます。 今日、 ちょうど 閣議決 定を いたし ま
した。原 子力損 害賠 償に関 する支 援機構 の仕組み でござ いま す。こ れを
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私どもと すれば 一日 も早く 国会に 提出を しまして 、そし て国 会で御 議論
をいただ きまし て、 これを 通して いただ くという ことに より まして 、今
委員御指 摘のこ の原 子力被 害者の 方々へ の賠償も スピー ディ ーに、 そし
て十全に 行われ るも のと思 ってお ります 。
○山 田俊 男君
今、新 機 構 の 法 案 を 閣 議 決 定 し た と い う ふ う に お っ し ゃ い ま す か ら 、
それはそ れでよ しと します 。遅れ ている というこ とにつ いて は間違 いな
いわけで ありま すけ れども 、早急 にそれ をちゃん とやる とい うこと であ
れば、も う一生 懸命 やるべ き だと いうふ うに思い ます。 とこ ろで、 東電
は国によ る支援 策を 急がせ るため にわざ と支払を 遅らせ てい るとい うこ
とはない んです か。 現在、 三億円 仮払い している だけで すね 。更に この
四月分、 それか ら五 月分と いう形 で手当 てをせざ るを得 ない し、さ らに
は風評被 害への 対応 もしな きゃい かぬの に、どう も一々 点検 するの に時
間が掛か るとか いう ような 話で、 支払が 遅れてい るんじ ゃな いです か。
この点、 どうい う姿 勢でお いでに なるの か、社長 、お見 えで ありま すの
でお聞き します 。
○参 考人 （清 水正 孝君 ）
今先生か ら御指 摘が ありま した賠 償金の 支払状況 につき まし ては、 先
生から資 料も御 提示 いただ いてい ますと おり、五 月十二 日の 政府決 定も
踏まえま して、 出荷 制限指 示等に よって 農林漁業 者の方 々が 被りま した
営業損害 につい て五 月三十 一日よ り仮払 いを始め させて いた だきま した 。
現時点で 御指摘 のと おり五 億円を 支払っ ておりま す。こ れか らにつ きま
しては、 まだ、 御請 求いた だいた 時期が 五月末で あった り、 時期の 問題
もござい ますが 、こ れから はまさ に紛争 審査会の 指針に 沿い まして 、ま
た関係団 体の方 々の 御協力 もいた だきな がら、国 の御支 援を いただ いて
適切に対 処して まい りたい と、こ のよう にまず基 本的に は考 えてお りま
す。
それから 、後段 の支 援スキ ームの お話で ございま す。今 回、 私ども は
事故の当 事者だ とい うこと をまず 真摯に 受け止め ており まし て、早 期の
被害者救 済とい う観 点から 、原賠 法の趣 旨も踏ま えて、 国の 支援も いた
だきなが ら適切 に対 処して いきた いと思 っており ます。 これ が基本 スタ
ンスでご ざいま す。
したがっ て、御 指摘 のよう に支払 を遅ら せたりと かスキ ーム のため に
という、 そうい う意 図は毛 頭ござ いませ ん。しか しなが ら、 今後、 大変
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多くの方 々、多 様な 方々に 原子力 損害に 対する、 損害を 続け ていく とい
うことに なるわ けで すが 、 私ども の資金 状況から します と早 晩に資 金シ
ョートす る可能 性も 否定で きない という ようなこ とで、 そう します と、
被害を受 けられ た方 々に対 する公 正で迅 速な補償 も危う くな ると、 こう
いうおそ れもご ざい ますの で、今 お話が ございま したよ うに 、補填 に関
するスキ ームを 一刻 も早く 成立し ていた だくよう に期待 をい たして いる
ところで ござい ます 。以上 でござ います 。
○山 田俊 男君
ともかく 、これ 以上 言いま せんが 、早く 、本当に 精神的 にも 苦労し て
いるこう した農 林漁 業者に 対しま してし っかり対 策を取 ると いうこ とを
やっても らいた い。 それか ら、国 の仮払 いの仕組 み、法 案で すね、 これ
も是非、 出しま すか ら、こ れも早 く決め るという ことを やっ ていた だき
たいと思 います 。さ て、最 後に改 めて菅 総理へ、 最初と 最後 だけで 恐縮
でありま すが、 お聞 きした いわけ であり ます。
あなたに とって 市民 運動家 という 経歴と 評価は一 体何だ った んだと
いうこと を改め て言 わざる を得な いわけ でありま す。私 は同 年齢で 、私
は協同組 合運動 に、 ずっと や って きて、 狙いは美 しい農 村を どうつ くる
かであっ たり、 さら には、 愛して やまな いふるさ とをど う元 気にす るか
というこ とが私 の最 大の課 題であ りまし た。だか ら、こ の際 、本当 にこ
の大事な 仕事を きち っとや ってい くため には、も う総理 、改 めてみ んな
に任せる ところ は任 せて、 そして あなた はそれこ そ被災 地を 巡礼し てい
ただくと いう仕 事も あると 思うん ですよ 。必ず再 起して 戻っ てくる チャ
ンスはあ ります から 、そう いう決 断を今 やらなき ゃいか ぬと いうこ とを
最後申し 上げて 、終 わりに させて いただ きます。 ありが とう ござい まし
た。
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