参議院予算委員会／2011 年 7 月 25 日

【主 な質 疑項 目】
１ ． 農 林漁 業 者の 二 重 債務 の 解 消対 策 につ い て
２ ． 総 理の 「 脱原 発 依 存」 の 理 念に つ いて

○山 田俊 男君
本日は、 質疑の 機会 をいた だきま して、 同僚の皆 さんに も御 礼を申 し
上げたい という ふう に思い ます。
まず最初 に、菅 総理 、先週 の当予 算委員 会におき まして 我が 党の山 谷
委員の質 疑があ りま して、 その中 で前田 委員長か ら指示 のあ りまし た、
外国人か らの献 金を 返した 際の領 収書の 提出につ いて当 委員 会への 報告
をしっか りと行 って ほしい という ことで あったわ けです が 、一体 、総 理、
どうされ ている んで すか、 お聞き します 。
○内 閣総 理大 臣（ 菅 直 人 君）
今日、そ ういう 御質 問をい ただく という 通告はい ただい てお りませ ん
が、先日 の委員 会で 委員長 の方か ら我が 党筆頭理 事に報 告を するよ うに
と言われ まして 、筆 頭理事 の方に 報告、 私の対応 の仕方 につ いて報 告を
いたしま した。
○山 田俊 男君
いずれに しても 、菅 総理、 国民全 体が大 変な重大 な関心 を持 ってい る
事項であ ります 。適 切にき ちっと やって いただき たい、 こん なふう にお
願いする ところ であ ります 。
さて、平 野大臣 、復 興対策 につい て中心 にしなが ら質疑 させ てもら い
ますが、 平野大 臣、 我が参 議院議 員でも あります ので、 今回 、いろ んな
い き さ つ はあり ます けれど 、こう いう形 での大臣 に御就 任さ れたわ けで
あります から、 しっ かりや っても らいた いという ことを お願 いしま す。
ところで 、前任 の松 本大臣 、当時 まだ復 興大臣で はあり ませ ん、防 災
大臣であ りまし たが 、六月 十四日 の震災 復興委員 会にお きま す私の 、二
重債務の 解消対 策と 関連し て、負 債の担 保となっ ている 農地 の被災 前の
価格によ る買入 れに より負 債の解 消がで きないの かとい う質 問に対 しま
して、復興構 想会 議が提 言され 、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 していま すとい うふ うに明 確に
答 弁 さ れ ている んで す。議 事録の とおり 私は申し 上げま した 。
平野大臣 、現地 の事 情はあ なたは よく御 存じのは ずであ りま す。二 重
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負債、二 重債務 解消 の一環 として 、農業 者にとり まして はこ の農地 の扱
いが大変 重要で あり ますが 、必要 であれ ば農地は 買い上 げる 、それ も価
格は被災 前の時 価と いう前 大臣の 見解と 当然一緒 でしょ うね 。お聞 きし
ます。
○国 務大 臣（ 平野 達男 君 ）
被災地に おいて は、 今復興 に目指 しまし て、様々 な観点 から 土地利 用
計画の策 定を今 鋭意 行って いると いうふ うに理解 してお りま す。そ の計
画を策定 するに 当た って、 もうこ れは委 員御案内 のとお り、 今回の 被災
の大きな 特徴は 津波 という ことで ござい まして、 その津 波に 対応す るた
めの災害 に強い 町づ くりと いうこ とも大 きなテー マにな って います 。
その土地 利用調 整の 中で、 従前地 農地で あったと ころあ るい は宅地 で
あったと ころ、 それ が今後 とも農 地とし て使えな い、あ るい は宅地 とし
て使えな い、そ うい う状況 になる 場合も 想定され ます。 その 場合に そう
い う 土地 をどう する か。買 上げと いうこ とについ ても大 きな 手段で ある
というこ とは、 当委 員会で もある いはほ かの委員 会でも 重々 、重ね 重ね
申し上げ てきた とお りであ ります 。その 場合の価 格をど うす るか。 この
価格も含 めて、 それ からま たどう いう場 合に買上 げをす るの か、こ うい
ったこと につい ては 、今現 地で様 々な土 地利用計 画を策 定中 でござ いま
すから、 その策 定中 の中で 出てく る様々 な御意見 、考え 方等 を踏ま えま
してこれ は検討 すべ きもの だとい うふう に考えて おりま す。
○山 田俊 男君
鹿野大臣 、私の その ときの 質問に 対して 、農地の 買取り は現 行法 で は
なかなか 難しい と。 さらに 、価格 につい ても時価 である とい うふう な御
答弁だっ たんで すが 、その 後の記 者会見 で、いや 、二重 債務 の問題 は大
変重要な んで、 そし て記者 の更に 追っか けの質問 に対し て、 いや、 買取
りについ ても検 討す るんで すねと 記者が 質問した ら、大 臣は 、いや 、そ
ういうこ とも考 えな きゃい かぬと 、こう おっしゃ ってい るわ けです が、
大臣のこ の問題 につ いての 考え方 をお聞 きします 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
基本的に 二重債 務の 問題に つきま して、 今後の取 組につ いて 、機構 が
農業者な り漁業 者、 そうい う方々 の債務 、既往債 務 を買 い取 るかど うか
というふ うなこ とに ついて は、御 承知の とおりに 、農業 者、 漁業者 も入
ることに なりま した 。そう いう意 味のこ との質問 に答え たわ けでご ざい
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ますけれ ども、 今委 員から 御指摘 の農地 の買上げ という こと につき まし
ては、復 興構想 会議 からも いろい ろ御提 言をいた だいて おり ますが 、基
本的には できる だけ 農地に 戻した い、こ ういうふ うなこ とで ござい ます
けれども 、そう いう 中で、 それぞ れの市 町村がこ れから の復 興計画 も立
てていく と思い ます 。
そういう 中で、 この 農地の 買上げ 等々に ついてど ういう 考え 方を持 っ
ているか という こと も含め て 、今 、平野 復興担当 大臣か らも お話が あり
ましたが 、今後 私ど もとし ては、 そうい う地域の 方々の 考え 方とい うふ
うなもの を参考 にし て取り 組んで いかな きゃなら ないと 思っ ており ます 。
○山 田俊 男君
ちょっと もう一 度聞 きます が、そ の復興 構想会議 の見解 もあ りまし た 。
さらには 、それ に伴 う市町 村がど んな計 画を立て て取り 組む かとい う市
町村の動 向を見 なが ら農地 の買上 げにつ いても当 然考え てい かなき ゃい
かぬと、 こうい う見 解でい いです ね。い や、鹿野 大臣に 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今、私申 し上げ たと おりに 、当然 その地 域の方々 が、市 町村 を含め て
県なりが どうい う考 え方を 持つか という ことはこ れ非常 に重 要なこ とで
ございま すので 、そ ういう ものを 参考に しながら 、全体 の復 興をど うす
るかとい うこと の中 で農地 の買上 げ等々 について も判断 をし ていか なき
ゃならな いと思 って おると ころで ござい ます。
○山 田俊 男君
海江田大 臣にお 聞き します 。政府 の二重 債務解消 対策で 、被 災地三 県
に新たな 機構を つく って、 中小企 業者の みならず 農林漁 業者 も含め た債
権の買取 り、棚 上げ も含め た対策 を準備 されてい るとい うふ うに聞 きま
す が 、 こ の場合 も、 農地の 買上げ につい て今要望 がきち っと あると 、さ
らに二重 解消問 題の 関連で 必要性 が出て くるとい うこと であ れば、 当然
おやりに なると いう ふうに 考えて いいん ですね。
○国 務大 臣（ 海江 田万 里 君）
お答えを 申し上 げま す。今 御指摘 のあり ましたよ うに、 機構 を新た に
つくると いうこ とで ござい まして 、こ れ は当委員 会の議 論も 受けま して 、
当初は中 小企業 が対 象でご ざいま したけ れども、 やはり これ は農林 漁業
あるいは 医療関 係の 事業者 、これ も含め なければ いけな いと いう形 で、
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そういう 方向で 今調 整をし ており ます。
そして 、 今 御 指 摘 の あ り ま し た 農 地 の 買 取 り で ご ざ い ま す け れ ど も 、
基本的に は、こ れは 再生の 可能性 があり ます事業 者の旧 債務 の、こ の債
権の買上 げと、 買取 りとい うこと を主な 業務とし ており ます ので、 この
農地の買 上げと いう ことに ついて はよく 農水大臣 などと 御相 談をし てと
いうこと になり ます 。本来 では債 権の買 上げとい うこと でご ざいま す。
○山 田俊 男君
枝野大臣 にお聞 きし ます。 枝野さ んは行 政刷新特 命大臣 でも ありま す
のでお聞 きする わけ であり ますが 、政府 の、経産 省の二 重債 務解消 対策
のスキー ムの中 心に なりま す中小 企業基 盤整備機 構、こ れに ついて は事
業仕分の 対象に なっ て、今 回のス キーム で活用し ようと して いる千 五百
億円の資 金につ いて も国庫 返納を 求めら れている 、御存 じで すか。
○国 務大 臣（ 枝野 幸男 君 ）
平成二十 二年の 四月 に行わ れた事 業仕分 第二弾に おきま して 、独立 行
政法人中 小企業 基盤 整備機 構につ いて、 高度化事 業、フ ァン ド出資 事業
等が取り 上げら れ、 特に一 般勘定 資産の うち 二千 億円に つい て国庫 に返
納すべき との指 摘が なされ ており ます。 さらに、 二十二 年十 一月の 再仕
分におい ても可 及的 速やか に二千 億円を 国庫に返 納する とさ れまし た。
これら仕 分結果 や政 府内で の調整 を踏ま え、昨年 十二月 に閣 議決定 さ
れた独立 行政法 人の 事務・ 事業の 見直し の基本方 針にお いて 、高度 化事
業、ファ ンド出 資事 業につ いて一 部事業 の廃止、 重点化 など 事業規 模の
見直しを 図ると とも に、不 要資産 につい て、緊急 の中小 企業 対策等 に必
要な資金 が確保 され ること に留意 しつつ 、可及的 速やか に二 千億円 を国
庫納付す ること 等が 決定を されて おりま す。
これに基 づいて 、平 成二十 三年度 予算に ついては 歳入予 算と して五 百
億円を計 上して いる ところ でござ います が、まさ にこの 大震 災を踏 まえ
た緊急の 中小企 業対 策等に 必要な 資金が 確保され ること に留 意する とい
う観点か ら 、今回 のスキ ームに おいて 残 っている 一千五 百億 円につ いて 、
そのまま 残して そこ に充て るのか 、それ とも一旦 戻して いた だいて 予算
として付 けるの か、 こうし たこと につい て検討し ている と承 知をし てお
ります。
○山 田俊 男君
枝野大臣 にもう 一度 お聞き します が、今 おっしゃ ったよ うに 、ほか に
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も機構の 役員が 大変 高額の 報酬を もらっ ていると いうふ うな コメン トが
あったり してい ます し、今 もおっ しゃい ましたよ うに、 ファ ンドに つい
ては廃止 という コメ ントも あった りした わけです ね。要 は、 それか らさ
らに、今 大臣お っし ゃいま したが 、千五 百億円を 使って この 事業を やる
かどうか という こと は検討 中だと 、こう いうこと でいい です ね。
○国 務大 臣（ 枝野 幸男 君 ）
改めて確 認的に 申し 上げま すが、 事業仕 分の段階 におい ての ここの 機
構におけ る事業 を精 査をい たしま して、 そうし た 中で二 千億 円につ いて
は返納可 能であ るし 、す べきで あると い う判断を いたし まし た。その後 、
今回の大 震災と いう ことを 踏まえ て機構 において 緊急の 中小 企業対 策等
で行うべ き新た な事 業が生 じてい るわけ でありま すので 、そ れに対 応し
た資金の 確保の 仕方 につい ては、 これは 財政当局 や直接 の所 管の経 済産
業省との 御相談 にお いて、 返納す べき一 千五百億 円がま だ残 ってお りま
すので、 これを 残し たまま 新たな 事業に 充てるの か、そ れと も一旦 戻し
ていただ いた上 で新 たな予 算措置 をする のか、こ れは実 務的 に対応 して
いただく ことに なろ うかと 思って おりま す。
○山 田俊 男君
この機構 、今、 事業 仕分の 対象に なって いる、さ らには 事業 運営上 も
大きな課 題を抱 えて いる。 その機 構が、 この大震 災を受 けて そして 事業
をやりま すと、 こう いうこ とじゃ ないで すか。こ れ、ど うし ても考 えて
みてもお かしい と思 いませ んか。 生き残 りそのも のでし ょう が。総 務大
臣、お 聞きし ます が、あなた は独立 行政法 人を担当 する大 臣と して一 体、
これは相 談あり まし たか、 事前に 。
○国 務大 臣（ 片山 善博 君 ）
総務省に 独立行 政法 人につ いての その政 策評価を する事 務が ありま
すけれど も、そ のた めの評 価委員 会あり ますけれ ども、 これ は中期 目標
終了時の 事務・ 事業 の見直 しに関 し勧告 を行うこ とであ りま すとか 、そ
れから各 府省の 評価 委員会 が行い ます毎 年度の業 務実績 評価 に関し て意
見を述べ ること など であり まして 、特に 委員もお っしゃ った ような 独立
行政法人 が中期 目標 、中期 計画を 変更す ると仮に した場 合に ついて 相談
を受ける 立場に はあ りませ ん。
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○山 田俊 男君
海江田大 臣、こ の政 府によ る二重 債務解 消対策、 この方 針は 今言っ た
ような中 小企業 基盤 整 備機 構を中 心にし ながらや ります よと いう話 なん
です。だ けれど も、 実は、 今お話 出なか った中で も聞き ます けれど も、
七千億円 の繰越 欠損 金を抱 えて毎 年それ を返して いかな きゃ いかぬ 、償
却してい かなき ゃい かぬと いう話 になっ ているわ けでし ょう 。一体 この
組織でこ の大事 な大 事な復 興に向 けた二 重債務解 消の取 組で きるん です
か、お聞 きしま す。
○国 務大 臣（ 海江 田万 里 君）
お答え を い た し ま す 。 私 ど も は 、 こ の 二 十 二 年 の 十 二 月 の 閣 議 決 定 、
先ほど枝 野官房 長官 からも 御紹介 があり ましたけ れども 、こ の中で 緊急
の中小企 業対策 等に 必要な 資金が 確保 さ れること に留意 しつ つとい うこ
とがござ います ので 、これ を受け て、や はり今 回 の事態 はこ の緊急 の中
小企業対 策等に 必要 な資金 の需要 が生じ たと こう いう認 識で ござい ます 。
○山 田俊 男君
農林水産 業も範 囲に すると いうふ うにお っしゃっ た。そ れか らさら に 、
厚生労働 省の医 療機 関ない しは福 祉施設 について も今後 対象 にしま すよ
と言った んだよ 。そ の他業 務なん だよ。 その他業 務にこ うい う農林 水産
業や厚生 労働省 が入 って仕 事をし ますよ というこ と、総 務大 臣、こ うい
うことは 重大な この 機構の 中期目 標や中 期計画の 大きな 目標 の変更 じゃ
ないです か。そ の点 につい て相談 がなく ていいと いうふ うに おっし ゃっ
ていてい いんで すか 。
○国 務大 臣（ 片山 善博 君 ）
先ほど申 し上げ まし たよう に、法 律上の 権限とし てそう いう ことが 想
定されて おりま せん 。今回 の場合 、非常 に緊急な 事態で あり ますか ら、
政府の関 係各省 にお いて責 任を持 ってそ のスキー ムなど を決 めると いう
ことだと 思いま す。
○山 田俊 男君
農林水産 大臣に お聞 きしま す。そ の他業 務の範囲 の中に 農林 水産と 厚
生労働省 も、細 川大 臣、入 れられ て、そ れで業務 をやり ます よと。 恥ず
かしくな いです か、 一体そ んな形 の仕事 の仕方で 。かつ 、今 言いま した
ような、 このつ くろ うとし ている 子会社 のファン ド法人 、こ れが一 体ち
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ゃんとし た業務 がで きるか どうか 確信持 てないじ ゃない です か。そ んな
ところへ 、本当 に困 ってい る農林 水産業 者の要望 を実現 でき るとお 考え
ですか。 その点 につ いては どうな んです か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
その運用 に当た って は、今 いろい ろと御 指摘がご ざいま した けれど も 、
被災した 農林漁 業者 の既往 債務に ついて 円滑に機 構の仕 組み が活用 され
るように 、中小 企業 等と連 携をし ながら 詰めてい かなき ゃな らない こと
だと思っ ており ます 。
○山 田俊 男君
細川大臣 、いか がで すか。 この問 題につ いてどん なふう にお 考えで す
か。
○国 務大 臣（ 細川 律夫 君 ）
質問通告 を受け てお りませ んけれ ども、 機構の方 で円滑 に運 営して い
ただいて やって いた だくと いうし かない と思いま
す。
○山 田俊 男君
鹿野大臣 、どう もお 聞きす るとこ ろによ りますと 、近々 農林 水産省 の
中にも産 業局と いう のが設 けられ るやに 聞いてお るわけ であ ります けれ
ども、あ れです か、 もう農 林水産 業の仕 事は経済 産業省 でや っても らう
と、中小 企業庁 でや っても らうと 、その 第一歩を 踏み出 して います 、そ
れを了解 してい ます という ことと 理解し ていいん ですか 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今回、こ の新た な機 構とい うふう なもの に対し て 農林漁 業者 も対象 と
なると、 こうい うふ うなこ とにな るわけ でござい ますの で、 そうい う意
味で、し っかり とこ の既往 債務と いうふ うなもの につい て円 滑にこ の機
構の仕組 みとい うふ うなも のが活 用され るように してい かな きゃな らな
い、そう いうこ とで 、他の 省庁と もしっ かりと連 携を取 って いかな きゃ
ならない と思っ てお ります 。
○山 田俊 男君
海江田大 臣、一 体、 この中 小企業 整備機 構に農林 水産業 の担 当者は い
山田の国会報告

‐7‐

参議院予算委員会／2011 年 7 月 25 日

るんです か。
○国 務大 臣（ 海江 田万 里 君）
私どもは 、資金 の貸 出しに ついて の専門 家がおり ますの で、 この資 金
の貸出し の専門 家と 、それ から御 承知の ように各 県ごと にこ の機構 がし
っかりと 機能す るよ うに各 県の御 意見も ちょうだ いいた しま すので 、そ
の各県の 専門家 の方 と私ど もの資 金の貸 出しの専 門家が 相携 えてし っか
りと融資 を行う とい うこと でござ います 。
○山 田俊 男君
元々この 整備機 構が 、だっ て不良 債権を 抱えてい るんで すよ 。ファ ン
ドの事業 はもう やめ たらど うかと 言われ ているん ですよ 。さ らには 、経
営再建の ために しっ かり収 益を上 げろと いうコメ ントも 出て いるん です
よ。そう い うと ころ が一体 、この 震災に 苦しむ皆 さんの 二重 債務を 解消
するため の役割 を本 当に果 たせる と、ち ゃんと親 身にな って 相談し て、
そして必 要なも のは 買い取 る、棚 上げす る、そう いう仕 組み ができ ると
いうふう にお考 えで すか。 改めて 私は海 江田大臣 にお聞 きし ます。 本当
にできま すか。
○国 務大 臣（ 海江 田万 里 君）
この二重 債務の 問題 につい ては総 理から も特に強 い指示 がご ざいま
して、そ して、 やは りこれ は本当 に早く 、急いで 、少な くと もゼロ から
の出発に しなけ れば いけな いとい うこと を内閣全 体で共 有を いたし まし
たので、 そして 、じ ゃ、今 ある そ の機構 を利用し て、今 ある 組織を 利用
して、そ してで きる だけ早 くこの 二重債 務の問題 をしっ かり するた めに
どういう やり方 があ るかと いうこ とで考 えたのが 、今私 ども が提案 をし
ているこ の内容 でご ざいま す。そ こは是 非御理解 をいた だき たいと 思い
ます。
○山 田俊 男君
その新し くつく ろう として いるフ ァンド 機構、そ れは今 もお っしゃ っ
たように 、中 小企 業の整 備機構 、こ こを中 心にしな がら八 〇％ 出資し て、
そして貸 出しを 中心 にして やる。 そうな んですよ 。結局 、新 しい事 業を
どうする か。き れい に書い てあり ますよ 、農林水 産業も 対象 にする 、そ
れ か ら買 取りも やる 。場合 によっ たら、 農林水産 業の場 合の 買取り は、
いかに、 農地の 問題 をどう 扱うか 、抵当 権が入っ ている 農地 をどう 扱っ
山田の国会報告

‐8‐

参議院予算委員会／2011 年 7 月 25 日

てあげる か。水 につ かって 、瓦れ きにつ かってい る農地 をど うして いく
かという ことに つい ての対 策がな い限り 問題は解 決しな いん でしょ うが 。
そのため にこそ 働く べきだ と、役 割を果 たすべき だと言 って いるの に、
一体この 機構で 何が できる んです か。
本当にも う一回 聞き ますよ 、農水 大臣。 本当にそ ういう 組織 なんで す
よ、御存 じだっ たん ですか 。御存 じでこ の機構の 、経産 省の 独立行 政法
人のこの 仕組み の中 で仕事 をする という ことを了 承され たん ですか 。改
めて聞き ます。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
先ほど総 務大臣 から も御答 弁があ りまし たけれど も、緊 急的 措置と い
うことで ござい ます から、 私ども は、こ の機構が まさし く農 林水産 業の
既往債務 という ふう なもの につい て円滑 にこの仕 組みが 活用 される よう
に、他の 省庁と 連携 を取っ ていか なきゃ ならない と思っ てお ります 。
○山 田俊 男君
緊急措置 でやる とい ったっ て、役 割を果 たせない ところ で仕 事をし て
みたって しよう がな いじゃ ないで すか。 ましてや 、農林 水産 業の関 係者
が本当に 祈るほ ど切 望して やまな いこの 被災地の 復興に 向け た取組 につ
いて役割 を果た せる んです か、本 当に。 きちっと 法律を 作っ て、そ して
貸出しや 買取り に必 要な資 金につ いては 政府保証 をして きち っと管 理し
ていくと いう取 組が あって こそ進 むんじ ゃないで すか。
大臣、本 当にも う一 回聞き ますよ 。これ 重大なこ とだと 思い ます。 も
う一度聞 きます 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
まさしく 委員か らの 御指摘 のとお り に、 農林漁業 者のそ うい う既往 債
務につい ての、 この いわゆ ること につい て、円滑 にとに かく この機 構の
仕組みが 活用さ れる ように しっか りと取 り組んで いかな きゃ ならな いと
思ってお ります 。
○山 田俊 男君
野田大臣 にお聞 きし ますが 、二次 補正の 予算で、 実はも う仰 々しく こ
れは二重 債務解 消対 策とい う名前 だけ付 けて、そ して二 兆円 の中で 経済
産業省は 五百四 十億 円、農 林水産 省は百 九十四億 円、厚 生労 働省は 四十
億円の要 求をし てい るわけ であり ます。 中身たる や、窓 口整 備の予 算と
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利子補給 の予算 と施 設整備 ですよ 。施設 整備の予 算、ど こで 二重債 務 の
解消問題 と関連 する のかよ く分か らない 施設整備 の予算 を要 求して 、そ
して段取 りされ てい る。
一体、今 一番希 求さ れてい る、商 店街の 主であれ ば、水 につ かって し
まってど うにも なっ ていな いこの 言わば 商業用地 、農地 、宅 地です よ、
土地、こ れをど うし て扱っ てもら えるの か、農業 者にと って は農地 の問
題をどう 扱って もら えるの か、そ のこと を抜きに しては 考え られな い。
ところが 、その こと につい ての予 算措置 は一切な い。そ うで すね。
○国 務大 臣（ 野田 佳彦 君 ）
委員の御 指摘の とお り、今 回の第 二次補 正予算で は、中 小企 業向け の
相談窓口 の強化 など 、今項 目は羅 列をし ていただ きまし たけ れども 、総
額は予算 措置七 百七 十四億 円を盛 り込ん でおりま す。こ れ、 予算措 置に
は入って いませ んけ れども 、先ほ ど来議 論が出て いる新 しい 機構を つく
っての対 応であ ると か、あ るいは 個人債 務者の私 的整理 に関 するガ イド
ラインの 策定で ある とか、 あるい は一次 補正予算 で創設 をし た信用 保証
協会によ る東日 本大 震災復 興緊急 保証を 円滑に執 行する 等の 総合的 な取
組の中で しっか りと 対応を してい きたい というふ うに考 えま す。
○ 山 田俊 男君
平野大臣 、今ま での やり取 りを聞 いてい て、それ で本当 に二 重債務 の
解消問題 、これ は復 興大臣 として もまさ に大事な ことで すよ 。だか ら私
は松本前 大臣の 話か ら始め たんで すよ。 そういう 流れの 中で 、あな た、
ちゃんと 役割を 果た そうと したら 、一体 できるん ですか 。先 輩の大 臣、
たくさん いるか もし らぬけ ど、大事な こ とはそん なこと じゃ ないん だよ 。
ちゃんと やるこ とは ちゃん とやる 、その ために必 要な議 論を ちゃん とや
っている んです か。 お聞き します 。
○国 務大 臣（ 平野 達男 君 ）
まず、土 地の買 上げ という 問題を 二重ロ ーン解消 という スキ ームの 中
で考える という 考え 方もあ るかと 思いま すが、こ れは全 体の 復興計 画の
中の土地 利用を どの ように するか という 、それよ りちょ っと 大きな 枞組
みの中で 考える べき 問題だ という ふうに 私自身は 思って いま す。そ の場
合に、繰 り返し にな ります けれど も、ど ういう土 地をど うい う考え 方で
買ってい くか。 これ につき まして は、一 律の考え 方で律 する ことは 、こ
れから地 域地域 がい ろんな 計画を 立てて いく上で はむし ろ障 害にな って
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くるので はない か。 まずは 、繰り 返しに なります けれど も、 今市町 村が
一 生懸命 と汗か いて います 。その 土地利 用計画の 中を作 って いく上 で、
こういう 土地は 買っ てもら いたい 、その ときの考 え方は こう だとい うよ
うなこと を今聞 き始 めてい ます。 こうい ったもの を修正 しな がら土 地の
買上げと いうこ とに ついて の考え 方を進 めてまい りたい とい うふう に思
っていま す。
それから 、二重 ロー ン問題 につい ては、 もうこれ 、委員 も御 指摘の よ
うに大変 重要な 問題 でござ いまし て、こ れは三党 の中で 相当 熱心な 白熱
した議論 がされ て、 大筋で 合意し て、ま だまだ、 後ろに 片山 さつき 委員
がおられ ますけ れど も、立 法の必 要性等 々につい て若干 の相 違は残 して
おります が、大 筋の 合意は 得られ たとい うふうに 思って おり まして 、こ
れをどの ように 使っ ていく か。こ れはも う政府を 挙げて しっ かりと した
体制でこ れに臨 むと いうこ とでご ざいま すし、ま ずは今 、こ の二重 ロー
ン問題解 消とい うこ とで地 域がこ れを運 用したい という 、そ ういう 思い
も強くあ ります ので 、これ を動か すこと をしっか り進め てま いりた いと
いうふう に思っ てお ります 。
○山 田俊 男君
土地利用 計画が 必要 なこと は間違 いない ですよ。 ところ が、 そのた め
にも前段 で、み んな 困って いる商 業地の 宅地だっ たり、 それ から農 地だ
ったり、 一 体ど うす るのか という ことを 連動して 考えて おか ないと 絶対
解決しな いんで す。
○国 務大 臣（ 平野 達男 君 ）
いや、も うまさ に山 田委員 おっし ゃると おりなん です。 どこ に工場 を
持ってい くか、 どこ に住宅 を持っ ていく か、例え ばどこ にＪ Ｒを復 活す
るか、こ ういっ た問 題をき ちんと 詰めて いかなけ ればな りま せん。 その
全体の計 画の中 で土 地の買 上げと いう考 え方が出 てくる とい うこと であ
りまして 、これ は急 がなく ちゃな りませ んが、し かし、 やっ ぱり何 回も
何回も地 域の中 で話 をして 、この 場所で 本当にい いのか 、こ こで住 むの
がいいの か、自 分は そこで 納得で きるの か、これ は時間 が掛 かる問 題か
もしれま せん。 ただ 、その 中で詰 めるべ きものは どんど ん詰 めてい く、
そ の詰め なくて はな らない 重要な テーマ の中に土 地の買 上げ がある とい
うことで ありま す。
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○山 田俊 男君
総理ね、 総理、 今ま で聞い ておら れまし て、この 議論が いか にも、 も
うどうに もなら ない ものな のかと いうこ とはよく 分かっ てお られる と思
うんです。二重債 務の解 消問 題につ いて は、総理、あ なたが 指示さ れた。
私は、記 憶、覚 えて います し、明 確に。 だったら 、その 中で 今やら れよ
うとして いるこ とは この程 度のこ となん ですよ。 問題の 本質 にも何 にも
入ってい ない。
総理、あ なたが 指示 した、 復興を こうや らなきゃ いかぬ とい うふう に
おっしゃ って い るこ ととの 関連で 、この 状況でい いんで すか 。ちゃ んと
聞いてく ださい 。野 党はき ちっと 法律を 出して買 取りも 含め てやろ うと
いうふう にして いる わけで すから 、その 点につい てお聞 きし ます。
○内 閣総 理大 臣（ 菅 直 人 君）
今関係大 臣から 各方 面につ いて御 答弁が あったと 思いま すが 、御指 摘
の新たな 公的な 機関 の設立 に関し ては、 政府の対 応方針 に基 づいて 、中
小企業基 盤整備 機構 と地域 金融機 関が出 資する新 たな機 構を 設立し 、地
域の実情 を踏ま えた 制度設 計とす べく、 被災県と も連携 して 具体的 な形
を検討を してい ただ いてお ります 。
また、土 地利用 につ いては 、先ほ ど平野 大臣から もお話 があ りまし た
ように、 やはり 急が なけれ ばいけ ないと 同時に、 それぞ れそ こに住 んで
いた人あ るいは 土地 所有を してい る人の 納得もも ちろん 得な ければ いけ
ないわけ ですか ら、 それに 向かっ て今全 力を挙げ ていた だい ている とこ
ろであり ます。
○山 田俊 男君
ともかく 、今ま での 議論で 、やろ うとし ている中 身が非 常に 薄っぺ ら
なもので あると いう ことが 明らか になっ たという ふうに 思い ます。 手遅
れではな いんで す。 しっか りもう 一回、 法案を提 出して いま す、だ から
それ議論 しまし ょう よ。そ の中で もう一 回つくり 直しま しょ う。総 理、
ちゃんと 、もう 一回 聞きま す。
○内 閣総 理大 臣（ 菅 直 人 君）
政府と し て は 、 現 在 提 案 を し て い る 考 え 方 で 進 め る こ と が 適 切 だ と 、
こう思っ ており ます 。
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○山 田俊 男君
総理、別 の話で 聞き ます。 総理の 脱原発 依存とい うこと の理 念を改 め
てお聞き します 。
○内 閣総 理大 臣（ 菅 直 人 君）
この間い ろんな 委員 の方に 御説明 してお りますが 、三月 十一 日の原 子
力発電所 事故を 私自 身も総 理とい う場で 経験をし て、そ の中 で、例 えば
エネルギ ーの基 本計 画では 二〇三 〇年に 原子力の ウエー トを 五三％ まで
引き上げ るとし てお りまし たが、 まずは それを白 紙から 見直 そうと 。ま
た、原子 力行政 につ いての 保安院 の位置 付けもＩ ＡＥＡ の報 告で見 直し
ていこう という こと を提起 し、そ して短 期、中期 あるい は長 期のエ ネル
ギー需要 につい ての 議論も 始めて いるわ けであり ます。 そう いう中 で、
私として は、原 子力 に依存 しない でやっ ていける ような 国を 目指し たい
というこ とを申 し上 げまし た。私 は、政 府が検討 してい る方 向と私 が申
し上げた 方向と 矛盾 はして いない と、こ う考えて おりま す。
○山 田俊 男君
総理、そ の場合 に、 脱原発 依存で 自然エ ネルギー の再生 を図 ってい く
というこ とは、 豊か な自然 と地域 におけ る共同の 取組、 それ があっ ての
話だとい うふう に思 います が、賛 成です ね。
○内 閣総 理大 臣（ 菅 直 人 君）
その点は 全く私 も同 感で、 これは バイオ マスだけ ではな く、 例えば 風
力でも地 域の、 海の 、海面 を使う ことも あります し、場 合に よって は太
陽光でも いろい ろな 従来の 農地な どを活 用させて いただ くこ ともあ りま
すので、 そして それ らが地 域の言 わば産 業として 根付く かど うかと いう
ことが極 めて重 要で あると 。そう いう点 で、御指 摘のと おり だと思 って
おります 。
○山 田俊 男君
これで最 後にし ます が、総 理、私 が一番 心配して いるの は、 あなた が
九月にア メリカ へ行 ってオ バマ大 統領と お会いに なって 、Ｔ ＰＰに つい
ては参加 すると いう ふうに おっし ゃるん じ ゃない かと物 すご い心配 して
いるんで す。と もか く、脱 原発依 存とい うふうに おっし ゃる ことと ＴＰ
Ｐ参加は 全く理 念が 矛盾す るとい うこと をしっか り申し 上げ ておき ます 。
それを考 えてく ださ い。以 上で終 わりま す。
山田の国会報告
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