参議院東日本大震災復興特別委員会／2011 年 11 月 18 日

【主 な質 疑項 目】
１ ． 衆議 院で の修 正 のポ イン トと 買い 取 り債 権の 担保 の扱 い等 に つい て
２ ． 経 済産 業 省が 各県 に設 置し た、 産業 復興 機構 の 活 動の 状況 と、 支援
機構 との 住み 分け につ い て
３ ． 被災 地に おけ る住 宅 等の 高台 移転 の 実態 につ いて
○山 田俊 男君
自由民主 党の山 田俊 男であ ります 。本日 はこの機 会をい ただ きまし て 、
大変あり がとう ござ います 。何せ 、参議 院での法 案の作 成、 それか ら審
議、そし て、衆 議院 に回り まして 、三党 の長い協 議、そ して 衆議院 の修
正案の作 成とい うこ とで、 関係の 皆さん 大変な御 尽力を いた だきま した
ことを本 当に厚 く御 礼を申 し上げ ます。
私も三党 協議の 事務 局の一 員とし まして かかわら せてい ただ きまし
たが、国 会議員 が現 下のこ ういう 状況の 中でどう いう形 で法 案を作 り上
げていく のか、 その 経験を 、皆さ ん、ベ テランの 先生方 、そ れから 事務
局を引き 受けて くれ たそれ ぞれ内 閣官房 や金融庁 を始め とす る皆さ んと
一緒に作 り上げ てく ること の経験 をさせ ていただ いたこ との 意味は 大変
大きかっ た、こ んな ふうに 思いま す。
ただ、残 念なが ら、 もうち ょっと 早く審 議を進め て成案 を得 ること が
できなか ったの かと いうこ とだけ は大変 残念であ ります が、 ここま で来
たわけで ありま すか ら、き ちっと 成立 さ せまして 被災者 の期 待にこ たえ
ていくと 、大変 大事 なこと だと、 こんな ふうに思 います 。
さて、参 議院の 審議 から衆 議院の 修正に 至るまで の一番 のポ イント は 、
要は、債 権の買 取り 価格を どんな ふうに 評価する かとい うこ とであ りま
したし、 さらに また 、債権 の買取 り価格 に関連し ます担 保の 扱い、 どう
しても付 随して きま す担保 の扱い をどん なふうに 扱うか とい うこと で相
当の議論 があっ たと いうの が実際 であり ます。
そうなり ますと 、先 ほど大 久保委 員がお っしゃい ました 、要 は、金 融
機関の隠 れ補助 金と いう形 をどう するか というこ とが議 論に なった とい
う のであ れば、 それ はなか なか、 問題の 本質とい います か、 この法 律を
定めて被 災者を きち っと救 ってい くと、 そのため の法律 なん だとい う趣
旨を正確 に見た こと になら ないん じゃな いかとい う心配 をす るわけ であ
ります。 そこで 、私 はこの 債権の 買取り の考え方 につき まし て提出 者の
谷 公 一 先 生に質 問申 し上げ たいわ けであ りますが 、担保 の評 価をき ちん
と行わな いと支 援機 構によ る金融 機関の 債権の買 取り価 格が 適切な もの
にならな い。
山田の国会報告

‐1‐

参議院東日本大震災復興特別委員会／2011 年 11 月 18 日

すなわち 、担保 の評 価が低 いと当 然買取 り価格も 低くな るわ けです ね 。
とすると 、金融 機関 の負担 が大き くなる し、それ から、 元々 被災者 の借
入れを解 消する とい う本来 の目的 が達成 できない 。だか ら、 金融機 関が
きちっと 支援機 構に 持ち込 んでく ること が基本に なるわ けで すね。 持ち
込んでき て、そ して 被災者 の希望 にこた えていく という こと が必要 にな
る。金融 機関が 、こ れは持 ってい っても 役に立た ないな と思 ったら 持っ
ていきま せんよ 。持 ってこ なかっ たらも う被災者 にその まま 負債が 残っ
たまま二 重ロー ンの 解消は 全く進 まない というこ とにな って しまう わけ
で、それ じゃ問 題解 決にな らない んじゃ ないかと いうの がこ の法案 の趣
旨であっ たとい うふ うに思 います 。
そうなっ てきま すと 、これ は、こ の構造 をしっか り踏ま えて この支 援
機構が役 割を果 たす ために は、担 保の評 価がポイ ントに なる という こと
でありま す。で すか ら、衆 議院の 修正案 におきま しても 、将 来の復 興に
より評価 が高ま るこ とを見 通すと いう、 そういう 観点を しっ かり入 れて
いるとい うこと だと 受け止 めてお ります が、この ことに つい ていか がで
ございま すか。
○衆 議院 議員 （谷 公一 君 ）
お答えを いたし ます 。まず 冒頭、 山田委 員お話が ござい まし たが、 こ
こまで掛 かった 、大 変時間 を要し ました 。私も当 事者と して 、いろ いろ
ございま したけ れど も、こ こに至 ったと いうこと は、そ れこ そ与党 の度
量と我々 野党の 良識 が実を 結んだ ものだ と思って おりま すが 、ただ 時間
が掛かっ たのは 残念 です。 この法 律、公 布されて から三 か月 掛かり ます
から、来 年の二 月、 三月、 一年を 待たな きゃなら ないと いう 意味で は、
大変私自 身も残 念と いう思 いであ ります 。
今御質問 にござ いま した、 買取り 価格は 大変大事 だ、現 実に 金融機 関
が持って こなけ れば 、言わ ば五 千 億も、 当面の五 千億の 規模 も絵に かい
たもちに なると いう 山田先 生の御 指摘は そのとお りだと 思い ます。
衆議院に おいて 修正 いたし ました 二十三 条一項で は、債 権買 取りの 際
には、被 災地域 の復 興の見 通し、 あるい は債権の 担保の 目的 となっ てい
る財産の 価格の 見通 し、そ ういっ たもの をも勘案 した適 正な 時価で 買い
取ること になっ てい るとこ ろであ ります 。先生、 山田委 員の 思いと 我々
修正者の 思いと いう のは全 く同じ だとい うふうに 思って いる ところ であ
ります。
なお、担 保の土 地の 取得に ついて 、業務 規定で、 削除し たと いうこ と
がござい ました けれ ども、 言わば これは あらぬ誤 解を受 けぬ ために 削除
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したので あって 、こ の法人 が債権 を買い 取るわけ でござ いま すから 、買
い取れば 当然、 担保 物件で あれば それら の土地も 併せて 取得 すると いう
ことは疑 いよう のな いこと ですし 、その ことは与 野党間 で十 分確認 して
おります 。形式 的に は削除 したと いうこ とをどう か御理 解を 願いた いと
思います 。
○山 田俊 男君
今、谷先 生から お聞 きした とおり 、きち っとこの 法第一 条の 狙いに 沿
ってこの 大事な 部分 を運用 してい くんだ よという ことを おっ しゃっ てい
ただいた という ふう に思い ます。 どうぞ よろしく お願い しま す。
さて、こ れは内 閣府 にお聞 きした いんで すが、買 取り債 権の 金融機 関
における 税務会 計上 の扱い につい てなん です。担 保の評 価に 関連し て、
調整率が それぞ れ、 被災地 路線価 の調整 率ですね 、公表 され ていま す。
津波地域 は〇・ 三、 福島の 原発地 域は〇 ・〇とい うこと であ ります 。ち
なみに、 阪神大 震災 のとき は〇・ 七五か ら一・〇 だった わけ ですね 。結
局、低い 調整率 は、 相続税 等の減 免措置 としては いいけ れど も、債 権の
買取り上 は問題 が生 ずる可 能性が ありま す。こ れらの 復興 の見通 し、今、
谷先生か らおっ しゃ っても らった 復興の 見通しも 踏まえ た適 正な価 格で
評価する ことが 求め られる わけで 、機械 的な調整 率の評 価で なく、 復興
によって 価値が 適正 に戻っ てくる という 見通しを 踏まえ たも のにす べき
だという ふうに 思う んです が、そ の点に ついてお 答えを お願 いしま す。
○政 府参 考人 （大 森泰 人 君）
お答えい たしま す。 担保の 評価に 関連し た調整率 として 、先 生御指 摘
のあった 先般国 税庁 が公表 したも のは、 震災発生 直後の 価格 を算定 する
ための調 整であ って 、震災 後の社 会イン フラの復 旧ある いは 地域経 済の
回復状況 などは 加味 されて おりま せんの で、これ が支援 機構 による 債権
買取りの 担保評 価に 適用さ れる性 質 のも のではな いと考 えて おりま すが 、
今後、早 急に支 援機 構の業 務全般 の検討 を進める 中で実 務が 円滑に 遂行
されるよ う検討 して まいる 所存で ござい ます。
○山 田俊 男君
どうぞ、 機械的 な調 整率の 評価で なくて 、何度も 言いま す、 復興に よ
って価値 が適正 に戻 ってく るとい うこの 見通しで すよ、 これ をきち っと
踏まえた ものに して もらわ ないと 本当に 復興進ま ないか らね 、是非 お願
いします 。
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二つ目は 、二次 ロス の扱い と関連 した税 務会計上 の扱い なん です。 支
援機構に よる担 保価 値等を 勘案し た債権 の買取り 価格と 債権 の簿価 との
差額は、 金融機 関の 債権放 棄とな るとい うふうに 思いま す。 ところ で、
十五年後 になる んで すか二 十年後 になる んですか 、復興 がで きてど うい
う担保評 価にな るか によっ て二次 ロスが 出るとい うこと であ ります 。こ
の二次ロ ス部分 を支 援機構 と金融 機関で 一定の負 担割合 で負 担する とい
う仕組み になっ てい るわけ ですね 。
ところで 、この 部分 は、こ の十五 年ない し二十年 間、債 務者 の再生 に
とっても 重荷に なる し、金 融機関 にと っ ても、会 計上ど うい う扱い にす
るのか、 極めて 不安 なんで すよ。 だから 、このこ とにつ いて 、運用 上ど
ういう手 だてが 考え られる のか。 私は早 く方向を 出さな いと 、また 、こ
れ金融機 関がち ゃん と支援 機構に 持ち込 んでこな きゃ駄 目な んだか ら、
そのため にもこ のこ とが必 要だと いうふ うに考え ますが 、こ の点に つき
ましてど うです か。
○政 府参 考人 （大 森泰 人 君）
お答えい たしま す。 債権買 取り後 に二次 ロスが生 じた場 合、 持ち込 む
金融機関 から支 援機 構にロ スの一 部を補 填するこ とにな るわ けでご ざい
ますが 、その 税務 会計上 の扱い につい て は、契 約当事 者の 置かれ た状況 、
あるいは 契約の 具体 的内容 に応じ て判断 されるも のと承 知し ており ます 。
ただ、御 指摘の とお り、支 援機構 の業務 全般の検 討を今 後早 急に進 める
中で、ケー ス・バイ・ケース で現場 が混乱 するとい ったこ とが ないよ う、
御指摘の 論点に つい ても実 務が円 滑に遂 行される ように 検討 してま いる
所存でご ざいま す。
○山 田俊 男君
この点に つきま して は、そ れこそ この法 案作成に 本当に 御尽 力いた だ
きました 近藤先 生、 片山先 生、谷 先生始 め、皆さ ん一生 懸命 にちゃ んと
見ておっ てくれ ると いうふ うに思 います けれども 、どう ぞ内 閣府、 この
点スムー ズに、 きち っと進 むよう に、不 安のない ように 進め てもら いた
いと、こ んなふ うに 思いま す。
さて、本日 は、大変 忙しい 中、前田 国交大 臣にお見 えいた だき まして 、
大変あり がとう ござ います 。元々 これ議 論したと きに、 被災 者は、 とも
かく津波 でみん な流 されて 、残っ たもの は借金だ けだと いう 状況だ った
んですね 。毎朝 、田 んぼへ 出てみ て、そ して瓦れ きとそ れと 水につ かっ
た農地等 を見て 愕然 として いる、 希望も 湧かない と、こ う言 ってい るわ
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けです。 だから 、こ こにど う、ち ゃんと 処理する よ、新 しい 事業再 生の
ためにこ ういう 形で 手だて を講ず るよと いうこと が見え てき て初め て具
体化する わけで す。
ですから 、この 担保 になっ ている 、借金 の担保に なって いる 水につ か
った農地 ですね 、こ れをし っかり 復旧す るなら復 旧する 、そ れから さら
にはどう いう活 用の 仕方を するか 、そ の ことによ って 、何 といい ますか 、
希望を見 出して いく という 取組が 物すご い大事な んです 。も う八か 月も
九か月も ずっと 見 て いるん ですか ら、そ れを。こ の悲し みた るや大 変な
ものだと いうふ うに 思いま す。と ころで 、だから 私は、 この 支援機 構が
抱えた、 買取り 債権 と一緒 になっ てくる この担保 を支援 機構 がどう いう
形で有効 に活用 でき るかと いうの は物す ごい大事 だとい うふ うに思 って
いたんで す。だ から 、支援 機構が 、それ を町全体 の復興 計画 やそれ から
町づくり にこん なふ うに活 用でき ますよ 、農業の 再建に こん なふう に利
用できま すよと いう 手だて を早く 示して やらなき ゃいか ぬわ けです ね。
ところで 、今、 新聞 報道等 や現地 の事情 を聞いて みます と、 被災者 が
自宅を、 もう待 っ て おれな いから 、高台 にある農 地を活 用し たり土 地を
活用した りして 建て ている という 事情が あります 。それ 、み んな心 配し
ていまし て、ど んど ん出て います から。 とすると 、心配 しち ゃって 、こ
れだと、 ちゃん と高 台移転 をして 防災の 法律に基 づいて 町づ くりを ちゃ
んとやる と言っ てい るこの 全体の 仕組み を展開す ること も必 ずしも うま
くいかな いんじ ゃな いかと いう心 配があ るわけで す。
どうぞ、 国交大 臣、 一体、 こうし た高台 に農地を 買って 高台 移転す る
という事 例や頻 度が どの程 度ある という ことと、 それと 、こ の実態 をど
う受け止 めてお られ て、今 後、津 波 防災 地域づく りや復 興整 備計画 作り
に支障が 出るん じゃ ないか という 心配が あります から、 本当 にどう 考え
られてこ れを進 めよ うとさ れてい るかお 聞きして 、被災 者に 、ちゃ んと
待って我 慢して 、そ して支 援機構 も助け てくれる んだか ら、 だから 町づ
くりにつ ながる ぞと いうふ うに言 えなき ゃいかぬ と思い ます ので、 どう
ぞ大臣の 所見を お聞 きしま す。
○国 務大 臣（ 前田 武志 君 ）
山田委員 の御心 配、 確かに もっと もなこ とでござ います 。今 、被災 地
において 、もう ほぼ ここま で来て 、かな りのとこ ろが復 興の 具体的 な、
その地域 地域に 合っ た各種 計画、 町づく り計画と いうの が出 てまい って
おります 。八割 近く が今年 中には 出そろ うと、要 するに 議会 の承認 まで
経てでき るよう にし ていき たいと いうこ とでやっ ており ます 。そ の中で 、
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防災集団 移転事 業と いうの がいわ ゆる議 員御指摘 の高台 移転 でござ いま
すが、元の土 地と いうも のは 、これ は課税 の評価と はもう 全然 違いま す。
この土地 という のは 、自治 体がそ の計画 に従って 、今や って いる計 画 に
従って買 い上げ ます 。買い 上げる と建築 基準法に よる制 限が 加わっ て、
そしてそ の土地 につ いて自 治体が 将来の 利用計画 という のも 立てま す。
その利用 計画に 従っ て将来 の計画 が実現 したとき の価値 をは じいて 、そ
れを現在 価格に 引き 戻しま すから 、そう むちゃく ちゃな 安い 値段に はな
りません 。この 前御 紹介し ました が、八 割から六 割程度 じゃ ないか とい
うふうに 、現在 価格 のです ね、と いうふ うに考え ており ます 。
なお、も う時間 が来 たよう でござ います が、個々 の地域 にお いてど う
いうふう に虫食 いに 建って いるか という ところま では調 査が 行き届 いて
お り ま せ んが、 全体 の土地 取引か ら見て おります と、そ れほ ど大き な心
配はまだ 要らな いん ではな いかと いうふ うに思っ ており ます 。
○山 田俊 男君
大変あり がとう ござ いまし た。被 災者 の 悲しみに こたえ るべ く、復 興、
再生に向 けて全 力を 挙げま しょう 。
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