参議院本会議／2011 年 11 月 30 日

【 東 日本 大震 災復 興特 別 区域 法案 に関 す る質 問 ・ 主な 質疑 項目 】
〔総 論〕
１ ． 当 法案 は、 震災 地の 復興 を 狙い にし たも のな の か 、 新 成長 戦略 の一
環で ある 総合 特区 法を 、被災 地に まず 適 用し てみ よう とい うも の なの
か。
２ ． 復 興特 区 で認 めら れた 特例 措 置を、 将来、 全 国に 広げ、 上 から の規
制緩 和を 行な おう とい う 意図 はな いの か 。
〔規 制緩 和（ 漁業 法、 土 地利 用、 農地 の 集約 ）〕
３ ． こ れま での 漁協 が 主体 とな った 資源 の管 理や 漁場 の秩 序に 、地 元の
漁業 者の 参入 と合 わせ て 、漁 協以 外の 会 社等 が参 入で きる よう に なる
のか。
４ ． 民 間会 社や コン サ ルタ ント 会社 の意 向が 強く 反映 され、 開 発中 心の
街づ くり にな らな いか 。ま た、 外資 系の 会社 等が 参入 し、 林地 の取 得
と関 連し た水 事業 や 、リゾ ート 開発 が進 みか ねな い心 配も ある 。復 興
特区 内の 土地 利用 に対 す る歯 止め は誰 が どの よう に行 うの か。
５ ． 地 域の 復興 計画 づ くり の中 で、中 小 零細 の家 族農 家の 意向 が 届か な
い形 で 、農 地の 大規 模 な集 約が 進め られ 、多く の被 災農 業者 が 職を 失
うの では ない か 。復 興 計画 づく りに 、農 業者 の意 向を どう 反映 さ せる
のか 。
６ ． こ れま で 住ん でい た土 地の 買い 上 げ と、新 しい 土 地・住 居の 購入 に
つい て、 被災 者の 負担 が 生じ ない よう に する 方法 を検 討し てい る か。
また 、農 地 の 転用 も必 要 にな った 場合 、 これ ら農 地を 国が 買い 取 り、
復興 計画 に組 み込 む こ と は 検 討 し てい る か。
○山 田俊 男君
自由民主 党の山 田俊 男です 。
自由民主 党・無 所属 の会を 代表し て、東 日本大震 災復興 特別 区域法 案
について 質問し ます 。
もう被災 地では 雪が 降って います 。被災 者の皆さ んにと って の一番 の
問題は、 これか らは 生活や 活動が 制約さ れざるを 得ない こと です。 雪国
に育った 者にし か、 この閉 塞感は 分かり ません。 なぜ対 策が こう遅 れて
しまって いるの でし ょうか 。悲し くて残 念です。 広範囲 にわ たる被 害の
大きさ、 そして 原発 事故が 重なっ たこと が、ここ まで対 策を 遅らせ た一
因です。 しかし 、菅 総理の 自分の 延命し か考えな いパフ ォ ー マンス 、そ
して野田 総理の 、優 先すべ き震災 対策を 後回しに したＴ ＰＰ への交 渉参
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加宣言に よる混 乱が 、政府 を挙げ た震災 復興の取 組を更 に遅 延させ まし
た。
もう一つ 、菅政 権は 政治主 導にこ だわり 、官僚の 動きを 抑制 してお き
ながら、 野田政 権に なって からは 一転し て官僚依 存です 。復 興債の 償還
年限の扱 いや予 算総 額の扱 いでは 財務省 の意向に 、二重 債務 の解消 法案
の扱いで は経済 産業 省の意 向に振 り回さ れ、時間 が掛か った のでは ない
でしょう か。
まず、官 房長官 と復 興担当 大臣に お聞き します。 なぜこ こま で復興 に
向けた取 組が遅 れた のか、 反省と これ か らの決意 をお聞 かせ くださ い。
二重債務 解消対 策で は、政 府が支 援して つくった 復興機 構は まだ岩 手県
のみであ り、実 績は 四百七 十四件 の相談 受付、そ のうち 買取 りが決 定し
たのは一 件のみ でし かない といい ます。 何として も、新 法に よる再 生支
援機構の 設立を 急ぎ 、草木 も芽生 える春 には種ま き、苗 作り 、田植 の作
業が進む ように しな ければ なりま せん。 また、仮 設であ って も新し い店
を開き、 新しい 従業 員を雇 い、工 場を稼 働できる ように しな ければ なり
ません。
ところで 、岩手 県の 復興機 構の運 営会社 は外資系 のファ ンド 会社で す 。
外資だか らと敬 遠す る時代 ではあ りませ んが、一 方で、 大事 な資産 を失
わないか 、利用 者側 に不安 がある のも事 実です。 復興担 当大 臣に伺 いま
す。復興 事業の 主体 は、ノ ウハウ さえあ れば外資 でも何 でも いいの でし
ょうか。 基本的 な考 えをお 聞かせ くださ い。
では、法 案につ いて の質問 に入り ます。 まず、ど うして も確 認して お
きたいこ とがあ りま す。こ の復興 特別区 域法案の そもそ もの 発想は どこ
から来た のかと いう ことで す。民 主党は 、ＴＰＰ に見ら れる ように 、党
も総理も 新自由 主義 と市場 原理主 義に急 転回して います 。こ の党が 二年
前の総選 挙で国 民生 活第一 と言っ ていた 党かと疑 りたく なる ほどの 大転
換です。
振り返っ てみる と、 民主党 は既に 昨年六 月、産業 の国際 競争 力の強 化
と地域の 活性化 を目 的とす る新成 長戦略 を打ち出 し、そ の中 で総合 特区
を掲げて いまし た。 自民党 政権時 代の構 造改革特 区に財 政支 援、税 制、
金融支援 を盛り 込ん だもの であり ます。 菅内閣が 今年一 月に 閣議決 定し
た新成長 戦略実 現二 〇一一 では、 包括的 な経済連 携に関 する 基本方 針を
盛り込み 、高い レベ ルの経 済連携 を進め るととも に、競 争力 の強化 のた
め抜本的 な国内 改革 を先行 的に推 進する として、 まさに ＴＰ Ｐ推進 と総
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合特区を 打ち出 して いまし た。
これらに 基づい て、 今年六 月には 総合特 別区域法 が成立 して います 。
この法律 には、 総合 特区基 本方針 の策定 、計画の 策定、 事業 に対す る特
別の措置 、さら に地 域協議 会の設 置等が 定められ ていま す。
今回の震 災復興 特別 区域法 案は、 この構 図と全く 一致し てい ます。 内
容的にも 、民間 事業 者等は 地方公 共団体 に対して 計画を 提案 できる し、
地方公共 団体は 国に 対し新 たな規 制の特 例措置を 提案で きる ことと して
いること など、 全く 同じで ありま す。
そこで、 伺いま す。 震災特 区法案 は、被 災地の復 興を狙 いに したも の
なのでし ょうか 。そ れとも 、新成 長戦略 の一環で あ る総 合特 区法を 被災
地にまず 適用し てみ ようと いうも のなの でしょう か。二 つの 特区は どこ
がどう違 うのか 、あ るいは 全く同 じもの なのか、 復興担 当大 臣と地 域活
性化担当 大臣に それ ぞれ伺 います 。
復興基本 法には 、復 興は「 二十一 世紀半 ばにおけ る日本 のあ るべき 姿
を目指し て行わ れる べき」 と書か れてい ます。し かし、 そう したき れい
な言葉に 隠れて 、復 興特区 で認め られた 特例措置 を将来 全国 に広げ 、上
からの規 制緩和 を行 おうと いう意 図はな いのでし ょうか 。復 興特区 はあ
くまでも 被災地 、被 災者の 復興を 願う趣 旨のもの であり 、そ の特例 を全
国に広げ るかど うか は別の 問題と して慎 重に検討 すべき であ ります 。そ
うした理 解でよ いか 、復興 担当大 臣にお 伺いしま す。
福島の被 災地は 、原 発事故 で避難 を余儀 なくされ 、さら に、 全く原 発
の収束が 見通せ ない 中で、 家も農 地も工 場もお店 も手付 かず のまま にあ
ります。 この復 興特 区法と は別に 対策が 講じられ なけれ ばな らない と考
えます。 特に、 農地 や宅地 等は国 が被災 前の価格 で買い 上げ る、東 電が
除染費用 も含め てそ れを支 払うと いうこ とにすべ きです 。
そこで、 復興担 当大 臣に伺 います 。独自 の困難を 抱えた 福島 の警戒 区
域や避難 区域の 復興 をこの 特区法 で一緒 にくく っ てしま うの は、福 島の
避難者に とって は納 得がい きませ ん。衆 議院の答 弁では 別途 考え方 を示
すとして います が、 改めて 原発地 域の復 興対策に ついて お考 えをお 示し
ください 。
次に、法 案に盛 り込 まれた 具体的 な規制 緩和につ いて伺 いま す。
一つ目は 、漁業 法で す。漁 業法の 特例と して、地 元の漁 業者 主体の 法
人や漁業 者七人 以上 で構成 する法 人に対 して、こ れまで の漁 業協同 組合
とは別に 知事が 直接 特定区 画漁業 権の免 許を与え ること がで きるよ うに
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なってい ます。
これは 、 こ れ ま で の 漁 協 が 主 体 と な っ た 資 源 の 管 理 や 漁 場 の 秩 序 に 、
地元の漁 業者の 参入 と 併せ て、漁 協以外 の会社等 が参入 でき るよう にす
ることと 考えて いい のでし ょうか 。例 え ば、地 域の加 工会 社だけ でなく 、
全国の大 規模食 料販 売チェ ーン店 や、極 端に言う と外資 の会 社も参 入で
きるとい うこと なの か、復 興担当 大臣と 農林水産 大臣に それ ぞれ伺 いま
す。
二つ目は、土地利 用です。地域の 復興計 画 に基づき、新しい 町づく り、
高台への 移転、 加工 流通等 の団地 づくり 、農業地 域、防 潮林 や公園 、防
災施設等 の地域 づく りが進 められ ます。 都市計画 区域や 農業 振興区 域等
のゾーニ ングが 見直 され、 それら 土地の 転用や農 地等へ の復 帰など 、地
目の変更 が 行わ れる ことに なりま す。当 然、分散 した多 くの 地権者 の合
意を得る ため、 区画 整理事 業や土 地改良 事業を機 動的に 動か すこと にな
ります。
その際、 開発計 画の 策定に 参加す る民間 会社やコ ンサル タン ト会社 の
意向が強 く反映 され 、優良 農地の 大規模 な転用や 、山林 、林 地の破 壊や
高台の自 然を壊 す大 規模開 発が進 められ 、大規 模店 舗が入 ってく るなど 、
開発中心 の町づ くり になら ないか と心配 します。 大規模 店舗 の参入 は、
まちづく り三法 等に よる商 業調整 が一定 の制約に なるは ずで すが、 これ
らについ ても特 例措 置が講 じられ ること になると 、地域 の特 性を生 かし
た町づく りにな らず 、多く の中小 商店主 が再生で きない こと になっ てし
まいます 。復興 特区 内の土 地利用 に対す る歯止め は誰が どの ように 行う
のか、復 興担当 大臣 と国土 交通大 臣に伺 います。 また、 外資 系の会 社等
が参入し 、林地 の取 得と関 連した 水事業 や、リゾ ート開 発が 進みか ねな
い心配も ありま すが 、こう した心 配にこ たえる仕 組みに つい て、何 か用
意されて いるの か、 伺いま す。
三つ目は 、農地 の集 約です 。ＴＰ Ｐ参加 問題とも 関連し 、強 い農業 づ
くりが叫 ばれて いま す。そ の際、 新しい 地域づく りと関 連さ せて、 大規
模農業の 展開を 図る 主張も なされ てい ま す。今後 、地域 の復 興計画 作り
の中で、 中小零 細な 家族農 家の意 向が届 かない形 で農地 の大 規模な 集約
が進めら れ、多 くの 被災農 業者が 職を失 うのでは ないか との 懸念が あり
ます。被 災地の 農業 者の意 向が反 映され るよう、 徹底し た話 合いに よる
計画作り が進め られ なけれ ばなり ません 。
この点、 新成長 戦略 の下で の国際 競争力 の強化を 標榜す る総 合特区 法
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をベース にした 復興 特区法 案の危 険性を 感じざる を得ま せん 。地域 の復
興計画作 りに農 業者 の意向 をどう 反映さ せるのか 、復興 担当 大臣、 農林
水産大臣 、それ ぞれ お聞か せくだ さい。
また、 こ の 復 興 特 区 法 案 の 運 用 に 関 し て 、 復 興 担 当 大 臣 に 伺 い ま す 。
一つ目は 、市町 村へ の支援 体制で す。復 興計画の 策定は 、市 町村に よ
って相当 の格差 が生 ずると 考えら れます 。市町村 の地域 的特 性や、 庁舎
が破壊さ れたか 残っ たか、 首長さ ん始め 職員がお 亡くな りに なった り、
被害の状 況によ って 市町村 の体力 に大き な差が存 在して いる からで あり
ます。市 町村に は、 県や国 からの きちん とした応 援体制 が必 要です 。こ
の点につ いてど う対 応する つもり か、お 聞かせく ださい 。
二つ目は 、新た な規 制の特 例です 。県や 市町村が 国に対 して 新たな 規
制の特例 を要望 し、 それを 可能に する仕 組みが設 けられ ます 。市町 村等
の意欲や 地域の 特性 を評価 するも のです が、やや もする と、 これま でも
例がある ように 、開 発志向 が強か ったり 、特定の 民間業 者の 強い意 向が
働き、優 良農地 の転 用や大 規模商 業施設 の建設が 先行し たり するお それ
がありま す。こ うし たこと の適否 の判断 は難しい ところ です が、新 成長
戦略の方 針の下 で、 国際競 争力強 化と規 制緩和が 先行す るも のとな り、
地域のコ ミュニ ティ ーや美 しいふ るさと を失うよ うなこ とを させて はな
らないと 考えま す。
農地法で あって も、 まちづ くり三 法であ っても、 国会で 相当 な論議 を
重ねて成 立、 改 正さ せてき た法律 であり ます。ま た、規 制措 置でも あり
ます。新 たな規 制緩 和は、 国会の 論議を 経て、国 会の意 向が 尊重さ れる
形で進め られる べき だと考 えます 。その ための具 体的な 仕組 みをお 聞か
せくださ い。
三つ目は 、交付 金事 業の在 り方で す。復 興庁が中 心にな って 実施体 制
をつくり 、各省 庁別 の縦割 りの仕 事にな らないよ うにす べき です。 とり
わけ、交 付金事 業に ついて は、三 党協議 による修 正で、 参議 院で全 野党
の賛成で 可決し 、衆 議院で 継続審 議中の 東日本大 震災災 害臨 時交付 金の
趣旨がほ とんど 取り 入れら れまし たこと は評価い たしま す。 そこで 、 交
付金によ る事業 の実 施は、 あくま で縦割 りを排し 、被災 者や 被災地 の復
興を目的 として 、弾 力的で 柔軟に 進める べきです 。その ため の具体 策に
ついて伺 います 。
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四つ目は 、集団 移転 促進事 業です 。津波 で大きな 被害を 被り 、いま だ
に瓦れき と水に つか った水 田を目 の前に している 地域も 多く ありま す。
その中の 一つで ある 仙台市 若林区 の集落 が全滅し た住民 のア ンケー ト調
査による と、移 転す ると仮 定した 場合は 、土地の 買上げ を求 める人 が三
〇％、代替 地の無 償提供 を求め る人が 六 一％とい う回答 にな ってい ます 。
ところが 、防災 集団 移転促 進事業 につい て、 自治 会の新 聞に はこの よ
うに書か れてい ます 。住民 に直接 関係す る補助は 住宅ロ ーン の利子 補給
や引っ越 しの際 の移 転費用 などに 限られ ています 。用地 買収 、造成 に対
する国の 補助は あり ません 。土地 の買上 げも可能 ですが 、そ れは被 災後
の評価額 であり 、か なりの 価格差 がある 移転先の 土地購 入費 や借地 料な
ど、それ なりの 自己 負担を 覚悟し なけれ ばなりま せん。 この 事業は 現時
点では費 用負担 が大 きく、 住民皆 でよく 考察し、 議論、 検討 してい く必
要があり そうで すと 書いて おりま す。
こういう 理解で いい んでし ょうか 。これ では被災 者の期 待に 全くこ た
え て い な いので はあ りませ んか。 これま での住ん でいた 土地 の買上 げと
新しい土 地、住 居の 購入に ついて 、被災 者の負担 が生じ ない ように する
方法を検 討して いる のか、 伺いま す。ま た、宅地 ばかり でな く、水 につ
かった農 地もあ りま す。復 興計画 の立て 方いかん では、 農地 以外へ の転
用も必要 になり ます 。これ ら農地 を国が 買い取り 、復興 計画 に組み 込ん
でいくこ とを考 える べきで すが 、そう し た検討を してい るか 、伺 います 。
私は、本会議 場の皆 さんと 同じく 、一 日 も早い復 興を望 んで おりま す。
しかし、 当法案 が被 災者の 苦しみ にこた えるので はなく 、新 成長戦 略に
お ける国 際競争 力の 強化の ために 被災地 を改造し ようと する 狙いを 持っ
たもので あるな らば 、容易 に賛成 できま せん。未 曽有の 大災 害と原 発事
故を考え るとき 、当 法案も 、この 国の在 り方をど う描く のか 、よく よく
考えたも のでな けれ ばなら ないの であり ます。
以上を申 し上げ 、私 の代表 質問と いたし ます。
（拍手）
〔国務大 臣平野 達男 君登壇 、拍手 〕
○国 務大 臣（ 平野 達男 君 ）
山田議員 からは 十三 問質問 をいた だいて おります 。まず 、復 興に向 け
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た取組の 遅れに 対す る反省 とこれ からの 決意につ いての お尋 ねがあ りま
した。私 は、発 災直 後から 内閣府 の副大 臣として 、また 、七 月以降 は復
興対策担 当大臣 とし て、被 災者の 生活支 援や被災 地の復 旧・ 復興に 全力
を挙げて 取り組 んで まいり ました 。
仮設住宅 の建設 や散 乱瓦れ きの撤 去、電 気、ガス 、水道 等の ライフ ラ
インの復 旧、防 潮堤 や港湾 などの 公共施 設の応急 復旧等 に取 り組ん でき
たところ であり 、発 災直後 と比べ 、復旧 ・復興に 関す る 取組 は相当 程度
進展した ものと 認識 してお ります 。しか しながら 、一方 では 、迅速 さに
欠け、必 要な方 々に 支援の 手が行 き届い ていない という 御指 摘もい ただ
いており 、被災 地は 、これ から冬 を迎え る仮設住 宅の寒 さ対 策や市 町 村
の復興計 画の策 定と 実行な ど、今 もなお 様々な問 題を抱 え、 政府と して
対処しな ければ なら ない課 題は山 積みし ていると 認識し てお ります 。
去る二十 一日に は第 三次補 正予算 が成立 したとこ ろであ りま す。政 府
としては 、これ を踏 まえて 、今後 の復旧 ・復興事 業のス ケジ ュール を明
示した工 程表等 を作 成、公 表した ところ でありま す。さ らに 、復興 特区
制度や東 日本大 震災 復興交 付金な どにつ いて、今 国会で の速 やかな 成立
を目指し 、地元 自治 体と協 力しな がら被 災地の復 興を加 速し てまい る所
存であり ます。
復興事業 の主体 につ いての 御質問 をいた だきまし た 。
東日本大 震災か らの 復興に 当たっ ては、 復興の担 い手、 資金 等の観 点
において 、民間 の力 が最大 限に発 揮され る必要が ありま す。 この民 間の
力は、国 の内外 を問 わず、 広く熱 意と能 力ある主 体を集 める ことが 重要
と考えて おりま す。 復興の 基本方 針にお いても、 世界に 開か れた復 興と
して、外 国の活 力を 取り込 んだ被 災地域 の復興を 図ると とも に、被 災地
を始め我 が国に 対す る外国 からの 投資を 促進する ことが 定め られて おり
ます。
他方、い かなる 復興 事業に おいて も、利 用者に不 安を与 える ような こ
とがあっ てはそ の活 用が進 みませ ん。こ のため、 資本の 内外 を 問わ ず、
復興事業 が適切 に運 用され ること で利用 者の不安 が払拭 され るよう 、関
係省庁と もしっ かり 取り組 んでま いりま す。
復興特区 法案の 目的 、総合 特区法 との違 いについ ての御 質問 をいた だ
きました 。復興 特区 制度に つきま しては 、被災地 域の復 興を 加速す るた
め、被災 した地 方公 共団体 の負担 軽減を 図りつつ 、地域 の創 意工夫 によ
る取組を 支援す る制 度とし て、総 合特区 制度も参 考とし つつ 、制度 設計
を行った ところ であ ります 。総合 特区が 地域の申 請に基 づき 選定さ れる
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先駆性な どの要 件を 満たす 区域に 限定し ているの に対し 、復 興特区 は、
震災によ り一定 の 被 害が生 じた二 百二十 二市町村 の区域 にお いて特 例活
用のため の計画 作成 ができ ること として おります 。
特例措置 につき まし ても、 復興特 区制度 の趣旨に 鑑み、 総合 特区制 度
にある個 別の規 制の 特例等 に加え 、土地 利用再編 を迅速 に進 めるた めの
一連の特 例、雇 用創 出のた めの思 い切っ た税制上 の特例 、復 興地域 づく
りを支援 する新 たな 交付金 制度等 を盛り 込んだと ころで あり ます。 復興
特区制度 の特例 を全 国に広 げるか につい ての御質 問をい ただ きまし た。
復興特区 制度は 、被 災地域 の復興 を加速 するため 、被災 した 地方公 共
団体の負 担軽減 を図 りつつ 、地域 の創意 工夫によ る取組 を支 援する 制度
でありま す。復 興特 区制度 で設け ようと している 様々な 特例 は、こ のよ
うな被災 地域に おけ る復興 の取組 を推進 すること を目的 とし たもの であ
り、これ らを全 国に 拡大し て適用 するこ とを前提 とした もの ではな いと
考えてお ります 。一 方、今 後、特 例措置 の適用状 況を踏 まえ て、一 定の
特例措置 につき まし て被災 地以外 の地域 にも展開 できる ので はない かと
の御意見 が出て きた 場合に は、政 府内、 そして国 会でも 議論 の上、 対応
を 検討し ていく こと になる と考え ており ます。
原発地域 の復興 対策 につい ての御 質問を いただき ました 。
御承知の ように 、福 島県は 前例の ない原 子力災害 に見舞 われ ており ま
す。原発 周辺地 域で は多く の方々 が全国 への避難 を余儀 なく されて おり
ます。ま た、放 射線 による 健康不 安を感 じたり、 いわゆ る風 評被害 が観
光、農林 水産業 、さ らには 企業立 地など の面でも 広がる など 、甚大 な被
害を被っ ており ます 。こう した福 島県の 置かれた 特殊な 事情 に鑑み まし
て、この 対策を 講じ るため の特別 立法が 必要と考 えてお り、 現在、 内容
の検討を 進めて いる ところ であり ま す。 加えて、 避難区 域の 復興は 、ま
ずは原子 炉の冷 却停 止が大 前提で ありま して、そ の状況 を踏 まえ、 地元
自治体と 十分に 相談 をしな がら進 めてま いります 。
漁業権の 特例に つい ての御 質問を いただ きました 。本法 案の 漁業権 に
係る特例 に基づ き知 事が直 接免許 を付与 できるよ うにな る地 元漁業 者主
体の法人 とは、 その 出資額 又は議 決権の 過半を漁 業者が 占め ること が条
件となっ ており まし て、そ れ以外 の部分 について は、業 種を 問わず 様々
な企業が 出資す るこ とが可 能とな ってお ります。 さらに 、こ うした 地元
漁業者主 体の法 人が 実際に 免許を 付与さ れるには 、地 元 漁民 の生業 の維
持、地元 雇用の 創出 等の効 果があ る、他 の漁業と の協調 その 他水面 の総
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合利用に 支障を 及ぼ すおそ れがな い等の 基準を満 たす必 要が ありま す。
いずれに しても 、地 元漁業 者との 話合い の中で、 免許権 者で ある知 事に
おいて適 切な運 用が なされ るもの と考え ておりま す。
復興特区 内の土 地利 用に対 する歯 止めを どのよう に行う かに ついて
の御質問 をいた だき ました 。復興 特区内 の土地利 用の再 編に ついて は、
復興整備 計画に 基づ き進め ていく ことに なります が、こ の計 画は、 将来
の市街地 像を見 据え て復興 に真に 必要と なる事業 を市町 村が 定める もの
であり、 無秩序 な開 発が進 むよう な事態 が生じる ことは 想定 されな いも
のと考え ており ます 。また 、復興 整備計 画は復興 整備協 議会 の協議 を経
て作成さ れます が、 この協 議会は 、市町 村長や知 事のほ か、 農地や 林地
の開発に 当たっ て農 林水産 大臣等 も構成 員となる ため、 必要 な農地 や林
地の確保 につい ては 適切な 配慮が なされ るものと 考えて おり ます。
地域の復 興計画 作り におけ る農業 者の意 向の反映 につい て御 質問を
いただき ました 。復 興に関 する計 画につ いては、 地域の 特性 を生か しつ
つ、農業 者を含 めた 地域の 関係者 による 徹底した 話合い によ り策定 され
る こ と が 必要で あり ます。 このた め、地 方公共団 体が土 地利 用の再 編に
関する復 興整備 計画 を策定 するに 当たり ましては 、あら かじ め公聴 会の
開催等、 農業者 を含 む住民 の意向 を反映 させるた めに必 要な 措置を 講ず
ることと してお りま す。あ わせて 、地方 公共団体 は復興 整備 事業の 実施
者や地域 の関係 者か ら成る 復興整 備協議 会を組織 できる こと として おり
ます。ま た、規 制・ 手続や 税制の 特例に 関する復 興推進 計画 の策定 に当
たりまし ても、 事業 の実施 者や地 域の関 係者から 成る地 域協 議会を 組織
できるこ ととし てお ります 。
このよ う な 被 災 地 域 の 住 民 の 意 向 を 反 映 さ せ る 仕 組 み を 通 じ ま し て 、
復興特区 法に基 づく 地域の 復興計 画作り において は農業 者の 意向も 十分
に反映さ れるも のと 考えて おりま す。
地域の復 興づく りに おける 県や国 からの 応援体制 につい ての 御質問
をいただ きまし た。 市町村 が復興 計画を 策定する に当た りま して、 専門
的人材を 含めま して 必要な 人的支 援を行 うことが 重要と 考え ます。 これ
までも、 被災地 域を 支援す るため 国家公 務員の派 遣を行 うと ともに 、地
方公務員 につい ても 、全国 市長会 、全国 町村会の 協力を 得ま して派 遣の
仲立ちを 行って きた ところ であり ます。 今後とも 、被災 市町 村の地 域的
特性や地 域 の要 望を 踏まえ 、県と も連携 しつつ、 職員の 派遣 や技術 的な
助言など 、被災 市町 村にお ける復 興計画 の迅速な 策定を 支援 してま いり
山田の国会報告

‐9‐

参議院本会議／2011 年 11 月 30 日

ます。
新たな規 制緩和 の措 置を設 けるに 当たっ ての国会 の意向 を尊 重する
ための具 体的な 取組 につい て御質 問をい ただきま した。 復興 特区制 度に
おいて、 法律に 規定 された 規制に 関して 新たな特 例措置 等を 定める 場合
には、法 律の改 正を 要する ことと なるた め、立法 機関で ある 国会に おい
て十分御 審議を いた だくこ とにな ると考 えます。 また、 新た な規制 の特
例措置等 の提案 につ いては 国と地 方の協 議会にお いて協 議、 検討さ れる
こ と とな ります が、 その協 議の経 過を国 会に報告 するこ と等 を内容 とす
る修正案 が衆議 院に おいて 可決さ れたと ころでご ざいま す。 これら によ
り、新た な規制 緩和 の措置 を設け るに当 たって国 会の意 向が 尊重さ れる
仕組みが 確保さ れて いるも のと考 えます 。
復興交付 金の運 用に ついて の御質 問をい ただきま した。 復興 交付金 に
おいては 、復興 地域 づくり に必要 なハー ド事業と して五 省四 十に及 ぶ幅
広い事業 を一括 化し 、地方 公共団 体は一 本の事業 計画を 提出 するこ とで
足りるこ ととい たし ます。 また、 事業計 画の提出 や交付 申請 等に当 たり
ましては 、内閣 府、 復興庁 が発 足 してか らは復興 庁がワ ンス トップ の窓
口として 対応す るこ ととい たして おりま す。さら に、今 後、 詳細な 制度
設計を進 めるに 当た りまし ては、 公共団 体にとっ て使い 勝手 の良い 制度
となるよ う検討 を進 めてま いりま す。
防災集団 移転促 進事 業にお ける被 災者の 負担の軽 減につ いて の御質
問をいた だきま した 。防災 集団移 転促進 事業の活 用にお きま しては 、移
転される 方の負 担を できる 限り軽 減され るよう対 応する こと が重要 であ
ると考え ており ます 。まず 、防災 集団移 転促進事 業にお いて は、移 転元
の土地の 買上げ を行 うとと もに、 引っ越 し費用等 への助 成を 行う こ とと
しており ます。 また 、移転 先の住 宅団地 の用地に ついて は、 移転者 が賃
借するこ とが可 能で あり 、取得 する場 合 において は、今回 の制度 拡充で 、
用地取得・造成費 のうち 市場価 格を超 え る部分を 新たに 補助 対象と する 、
宅地購入 等資金 を借 り入れ た場合 の利子 相当額補 助金の 限度 額を四 百六
万円から 七百八 万円 へ引き 上げる 等の措 置を講じ ている とこ ろでご ざい
ます。政 府とし ては 、被災 地の一 日も早 い復興に 向けて 、こ のよう な措
置を活用 しつつ 、本 事業が 円滑に 実施さ れるよう 地方公 共団 体を支 援し
てまいり ます。
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最後に、 浸水し た農 地の国 による 買取り に関する 御質問 をい ただき ま
した。津 波によ り被 災した 農地に つきま しては、 農林水 産省 におい て、
できる限 り農地 とし て利用 できる よう復 旧するこ とを基 本と した農 業・
農村の復 興マス ター プラン におけ る工程 表を作成 したと ころ であり まし
て、現時 点にお いて はほと んどの 農地が 復旧の対 象にな り得 るもの と考
えており ます。 なお 、地域 におけ る土地 利用の在 り方に つき まして は、
まずは地 域の関 係者 や市町 村の意 向が重 要であり まして 、そ の中で 、被
災農地を 公共的 な用 地とし て利用 するた めに買上 げを行 う場 合も出 てく
るものと 考えて おり ます。
国として は、 地 域の 自発的 な意向 を尊重 し、地域 の計画 的な 土地利 用
の実現に 向けて 、今 後とも 関係省 庁と連 携して支 援等の 対応 を行っ てま
いります 。（拍 手）
〔国務大 臣藤村 修君 登壇、 拍手〕
○国 務大 臣（ 藤村 修君 ）
山田俊男 議員の 御質 問にお 答えい たしま す。復興 に向け た取 組の遅 れ
に対する 反省 、そ してこ れから の決意 に 関する御 質問を いた だきま した 。
東日本大 震災か らの 復旧・ 復興は 、この 内閣が取 り組む べき 最大か つ最
優先の課 題でご ざい ます。政 府は、こ れま で全力を 挙げて 被災 地の復 旧・
復興対策 に取り 組ん できた ところ であり 、仮設住 宅の建 設や 散 乱瓦 れき
の撤去な どはほ ぼ完 了して まいり ました 。こうし た取組 の一 方では 、迅
速さに欠 け、必 要な 方々に 支援の 手が行 き届いて いない とい う御指 摘も
いただい ており 、こ のこと は真摯 に受け 止めてお ります 。去 る二十 一日
には、被 災地の 本格 的な復 興に資 するた めの経費 を計上 した 第三次 補正
予算を国 会で成 立さ せてい ただい たとこ ろであり ました 。政府と しては 、
復興特区 制度や 東日 本震災 復興交 付金な どの関連 法案に つい ても、 今国
会での速 やかな 成立 を目指 し、地 元自治 体と協力 しなが ら、 復興事 業が
更に加速 できる よう 全力で 取り組 んでま いります 決意で ござ います 。
（拍
手）
〔国務大 臣川端 達夫 君登壇 、拍手 〕
○国 務大 臣（ 川端 達夫 君 ）
山田俊男 議員の 御質 問にお 答えい たしま す。震災 復興特 区と 総合特 区
の違いに ついて お尋 ねがあ りまし た。総 合特区制 度は、 国際 競争力 の強
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化、地域 の活性 化の ための 包括的 かつ先 駆的なチ ャレン ジに 対して 、選
択と集中 の観点 から 地域を 厳選し 、規制 の特例措 置等に より 総合的 に支
援するも のでご ざい ます。 復興特 区制度 とは、地 域の発 意に 基づい て、
国が規制 の特例 措置 等によ り総合 的に支 援する点 や、国 と地 方の協 議会
で新たな 特例を 追加 する仕 組みが あると いう点で 共 通し てい るもの と認
識をいた してお りま す。
しかし、 対象区 域に 関して は、総 合特区 は、政策 課題解 決の 実現可 能
性の高い 地域に 対し 、国と 地域の 政策資 源を集中 させる 観点 から、 地域
の申請に 基づき 、先 駆性な どの要 件を満 たす地域 を国が 選定 手続を 経て
指定した 区域に 限定 してい るのに 対し、 復興特区 は、震 災に より一 定の
被害が生 じた区 域で あれば 、選定 手続を 経ること なく計 画策 定がで きる
点等にお いて異 なる ものと 承知を いたし ておりま す。
以上でご ざいま す。 （拍手 ）
〔国務大 臣鹿野 道彦 君登壇 、拍手 〕
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
山 田 議員 の御質 問に お答え いたし ます。 まず、漁 業法の 特例 につい て
のお尋ね でござ いま すが、 本法案 の漁業 権に係る 特区制 度に より知 事が
直接免許 を付与 でき るよう になる 地元漁 業者主体 の法人 とは 、その 出資
額又は議 決権の 過半 を漁業 者が占 めるこ とが条件 となっ てお りまし て、
それらの 残りの 部分 に限っ て、業 種を問 わず様々 な企業 が出 資する こと
が可能だ という こと であり ます。
さらに、 こうし た地 元漁業 者主体 の法人 が実際に 免許を 付与 される に
当たりま しては 、平 野担当 大臣か らお話 のとおり に、地 元漁 民の生 業の
維持、地 元雇用 の創 出等の 効果が あるこ と、他の 漁業と の協 調その 他水
面の総合 利用に 支障 を及ぼ すおそ れがな いことな ど、五 つの 基準を 満た
す必要が ありま す。 こうし たこと から、 地元漁業 者との 話合 いの中 で免
許権者で ある県 知事 におい て適切 な運用 がなされ るもの と考 えると ころ
でござい ます。
次に、地 域の復 興計 画作り に農業 者の意 向をどう 反映さ せる かとの お
尋ねでご ざいま すが 、津 波によ り被災 し た地域の 復興に 当た りまし ては 、
本法案に 基づき 、市 町村が 復興の ための 町づくり プラン とし て復興 整備
計画を作 成する こと といた してお りまし て、計画 の対象 地域 に農地 が含
まれる場 合には 、そ の作成 に当 た り、地 域の農業 者の意 見を 反映す るこ
ととなっ ており ます 。
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具体的 に は 、 計 画 作 成 に 当 た っ て は 公 聴 会 や 説 明 会 を 開 催 す る こ と 、
土地利用 計画の 見直 しにつ き二週 間縦覧 し、被災 農業者 等は これに 対し
て意見を 述べる こと ができ ること 、復興 整備協議 会の構 成員 には被 災農
業者等の 関係者 を加 えるこ となど でござ います。 被災農 業者 等の意 向を
このよう なこと から 反映さ せる仕 組みと なってお るとこ ろで ござい ます 。
したがい まして 、被 災地の 農業者 の意見 を十分反 映する 形で 復興整 備計
画が作成 される もの と考え るとこ ろでご ざいます 。（拍 手）
〔国務大 臣前 田 武志 君登壇 、拍手 〕
○国 務大 臣（ 前田 武志 君 ）
山田俊男 議員に お答 えいた します 。復興 特区内の 土地利 用に ついて の
お尋ねが ありま した 。復興 特区内 の町づ くり、地 域づく りに ついて は復
興整備計 画に基 づき 進めて いくこ ととな りますが 、この 計画 は、将 来の
市街地像 を見据 えて 真に復 興に必 要とな る事業を 市町村 が定 めるも ので
あり、無 秩序な 開発 が進む ような 事態は 生じ難い と考え てい ます。
また、 復 興 整 備 計 画 は 復 興 整 備 協 議 会 の 協 議 を 経 て 作 成 さ れ ま す が 、
この協議 会には 、市 町村長 や知事 のほか 、農地や 林地の 開発 に当た って
は、農地 転用許 可が 必要に なりま すと、 義務的構 成員と して 農林水 産大
臣が加わ ります し、 二ヘク タール 以下の ときには 都道府 県の 農業会 議あ
るいは農 業委員 会が 義務的 構成員 となり ます。こ ういっ たこ とで、 農地
や森林の 確保に つい ても適 切な配 慮がな されるも のと考 えて おりま す。
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