衆議院予算委員会速記録（議事速報）
平成 23 年 5 月 16 日

○城島委員 おはようございます︒
引き続きまして︑東日本大震災︑原発対応の集
中審議に当たって質問をさせていただきます︒
民主党の城島光力でございます︒
大震災から早くも二カ月以上たちました︒質問
に当たり︑冒頭ではありますが︑犠牲になられま

○中井委員長 この際︑城島光力君から関連質疑
の申し出があります︒中川君の持ち時間の範囲内
でこれを許します︒城島光力君︒

そういう積極的な動きもあちらこちらに見えてま
いりました︒
政府としてこの二カ月間を総括しろという御指
摘でありますが︑まだ総括には至りませんけれど
も︑そういう皆さん方に対して︑復旧から復興へ
の道筋をしっかりと︑そういう地元の皆さんの意

す︒
そういう中で︑二点だけ申し上げますと︑いわ
ゆる地震と津波については︑大変な被害の重大さ
はもちろんありますけれども︑次第に︑復旧から︑
自分たちの町を何とか復興していこう︑漁業の関
係者の皆さんなどは一日も早く漁に出たいという︑

宅等安定した生活に戻っていただけるよう︑さら
には︑原発被害の皆さんにとっては︑いつもとも
との住まいに戻れるのかといった︑そういう強い
希望を聞くに当たって︑何としても︑原発の事故
の収束を急いで︑それが可能になるようにしなけ
ればならない︑このように痛感をいたしておりま

○菅内閣総理大臣 私も︑被災各県あるいは避難
されている皆さんを受け入れていただいた埼玉県
などを含めて何度か視察に訪れ︑また関係者とい
ろいろな形でお話を聞かせていただきました︒そ
ういう中で︑本当に︑避難されている皆さんの厳
しい生活の状況を見るごとに︑一日も早く仮設住

れども︑今回の震災に対しての政府としてのこの
間の取り組みについて︑現段階での総括というの
はどういう総括をされるのか︑まずそこからお聞
きしたいと思います︒

の避難ということも始まりました︒特にこの原発
被災者に対して︑こういった不安に対して︑総理

原発被災者からすると︑本当に自分の家に戻れる
のかどうか︑あるいは今までどおりの︑例えば農
業を含めてですけれども︑仕事ができるようにな
るのかどうかというような不安が非常に強いんだ
ろうというふうに思います︒
一時帰宅︑あるいはきのうから計画的避難地域

ということ︑さらには︑原発の事故ということも
重なっているわけでありまして︑この原発の被災
者にとっては︑まさに事態はまだ進行中というこ
ともあります︒将来の展望がなかなか描けない状
況にあるというふうに思います︒
総理も今おっしゃいましたように︑やはり特に

んないというふうに思いますが︑一つの大きな区
切りとしての二カ月というのが過ぎたわけであり
ます︒
今︑総理もおっしゃいましたけれども︑今回の
地震︑津波の被害については︑その被災者の数あ
るいは面積︑広さということが極めて甚大である

そういう意味では︑一日も早い収束をまずはや
っていく︑それに全力を挙げるのが現在の政府の
役目であり︑まだ総括ということを言うことがで
きるところまで来ていないということを申しわけ
なく思っております︒
○城島委員 確かに︑総括という段階ではもちろ

一方︑原発事故については︑今の︑直前の議論
にもありますように︑なかなか復興というところ
まで行きにくい状況があるということを県の関係
者も言われております︒

たします︒

議録と受け取られることのないようお願いい

ので︑審議の際の引用に当たっては正規の会

今後︑訂正︑削除が行われる場合があります

は︑原発言のまま掲載しています︒

発言︑理事会で協議することとされた発言等

後刻速記録を調査して処置することとされた

版で︑一般への公開用ではありません︒

までの間︑審議の参考に供するための未定稿

した皆様方︑心からお悔やみ申し上げますととも
に︑被災をされた皆様方には︑これまた本当に心
からお見舞いを申し上げたいというふうに思いま
す︒
二カ月以上たちまして︑総理も何回となく被災
地を訪問されました︑視察をされました︒いろい

見を酌み取りながらつくり上げていく︑その段階
に来ているのではないかと思っております︒

この議事速報は︑正規の会議録が発行される

ろな方々との意見交換もされました︒この二カ月
以上たった現段階で︑原発も含めてでありますけ
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いただきました︒
そのときに一つ︑市長からも要請がありまして︑

に︑何としてもそうした日程で物事を実現してい
きたい︑全力を挙げてまいりたいと思っておりま
す︒
○城島委員 実は︑私も何度か被災地に救援物資
を届けながら訪問いたしましたが︑五月四日に︑
二十キロ圏内に︑南相馬市長の御案内で入らせて

ました︑四月十七日から考えて六カ月から九カ月
で冷温停止をし︑放射能が大幅に抑制される状況︑
安定状況をつくり上げ︑そしてその段階で︑いつ
までにどの地域はお帰りをいただくことができる︑
あるいはどうしてもここは難しい︑そういうこと
をお示しして︑生活の展望を持ってもらえるよう

らの道筋が発表され︑あすはそれのいわば改訂版
が出る︒それと並行して︑政府としても︑そうし
た避難の問題なども含めた工程表を︑政府の立場
での工程表もお示しをいたしたい︑こう思ってお
ります︒
何としても︑基本的には︑当初の工程表にあり

警戒区域の中における一時帰宅ということも始ま
りました︒そういう中で︑先ほども申し上げまし
たが︑やはり原子力事故そのものを収束させると
いうことが進む中でより明確な今後の見通しが打
ち出せると思っております︒
御承知のように︑四月の十七日ですか︑東電か

からのメッセージというものをぜひ出していただ
きたいというふうに思います︒
○菅内閣総理大臣 原発事故に関連して︑新たに
計画的な避難ということで始まり︑また一方では︑

一方で︑じゃ︑どこまでならいいのかというの
はなかなか難しいところがございますが︑地元の

場合の避難をしなければならない︑それがいつど
う起こるかわからないということが理由になって
おりますので︑線量等に基づいてというのは原則
的には違うんですけれども︑今御指摘いただいた
ように︑大変︑現場においてはさまざまな声が出
てきていることは十分に承知をいたしております︒

願いしたいのでありますが︑いかがでしょうか︒
○枝野国務大臣 避難を余儀なくされている皆さ
んには︑大変厳しい生活をお願いしていることを
改めて大変申しわけなく思います︒
二十キロ圏内につきましては︑基本は︑線量と
いうよりも︑万が一原発の状況が急激に悪化した

であり対応ということがやはり重要ではないかな
というふうに思うんです︒
ほかの部分についてもいろいろありますけれど
も︑この二十キロ圏内の対応について︑こういう
ことについては︑自治体の首長あたりの意見も聞
きながら︑少しきめ細かな対応というのをぜひお

はいわゆる工場再開に向けて準備中︑一方︑道路
を挟んで中側のところはもう閉鎖の方向だ︒余り
にも対照的であり︑道路を挟んでたった数十メー
トルぐらいのところでそういうことが起きている︒
ここは画一的な対応ではなくて︑線量をはかると
か十分な分析の中で︑ある面ではきめ細かな配慮

私もそうだなと思ったのは︑例えば︑二十キロ圏
内というところで︑まさに道路を挟んで百メータ
ーもないところで︑一方は二十キロ圏外︑一方は
二十キロ圏内ということで︑道路を挟んで反対側

のは︑将来に対する︑立ちはだかっているまさに
一番大きな問題だというふうに思います︒

えた皆さんということだと思います︒
阪神・淡路のときも大被害でありましたが︑今
回さらに比較して特殊なのは︑職場がほとんどな
くなってしまったというところが非常に多いとい
うことだと思うんですね︒何とか復興したい︑あ
るいは再建したくても︑返済の当てがないという

も前に立ちはだかっているんですよね︑現実に︒
我が党内においても︑この二重債務あるいは二重
ローン問題という検討チームを立ち上げまして︑
今積極的に検討に着手したところでありますが︑
とりわけ大きいのは︑やはり中小企業の事業者の
皆さん︑それから︑個人でいえば住宅ローンを抱

されてしまったとか︑あるいは漁業関係者でいえ
ば船もなくしてしまったとか︑いろいろ︑再建と
いうんでしょうか復興というんでしょうか︑ある
いは新たに職をつくるということも含めて︑よく
言う二重債務の問題というのが︑この復興に当た
って︑個人個人の生活や職を確保する上において

たいというふうに考えております︒
○城島委員 ぜひ︑安全性を確保する中で︑柔軟
かつきめ細かな対応ということをしていただきた
いと思います︒
それから︑もう一つ︑今回の津波︑とりわけ今
度は津波の影響で大きいのが︑やはり職場ごと流

自治体の皆さんとも十分に御相談をしながら︑現
実的かつ安全はしっかりと守れるという線をどう
やって対応できるのかということについては︑御
指摘のような柔軟性を持ちながら対応してまいり
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ございます︒ただ︑もちろん︑この中小企業基盤
整備機構の再生ファンドには民間の資金が半分入

それから︑これは菅総理からの指示もございま
して︑そうはいうけれども︑これはやはり二つの
ローンが残ることになるから︑さらなる工夫がど
うだろうかということで︑その点につきましては
今種々検討しているところでございますが︑一つ
は︑中小企業基盤整備機構の再生ファンドなども

できるだけ低くしようということでございます︒
そのうちの一つで︑福島県の御協力をいただきま
して︑震災の被害者の︑特にこれは原子力災害の
被災の方向けでございますけれども︑金利をゼロ
にしようということも今検討しているところでご
ざいます︒

これまで借りておりますローンについては︑リス
ケジュール︑条件変更を大幅に認めようというこ
とでございます︒できるだけ返済期間を長くする
ということが中心でございますが︑これが一つ︒
それから︑新規に借りますローンについては︑
これはできるだけ長期にわたって︑しかも金利を

○海江田国務大臣 城島委員にお答えをいたしま
す︒
確かに︑委員御指摘のように︑この二重債務あ
るいは二重ローンの問題は大変大きな問題と私ど
もも認識をしております︒
そして︑現状のお尋ねでございますが︑一つは︑

この二重ローン問題︑二重債務問題について︑
政府としてもぜひ前向きに検討していただきたい
わけでありますが︑現状︑どういう検討になって
いるかをお尋ねしたいと思います︒

聞きながら胸が締めつけられるような話であり
ましたけれども︑やはりそういう方々というのは

で一心に船に向かって走っていって︑船に乗った
と︒その後の話もすさまじい話でありましたけれ
ども︑辛うじて命は助かった︑奇跡的だ︑だけれ
ども︑その船はやはりもう使えない︑しかし︑自
分としてはやはり︑ここまでやってきた漁業でも
う一度人生再スタートしたいと︒

ろいろなことを言われましたけれども︑例えば︑
こういうことに関して言うと︑漁業関係者ですけ
れども︑大地震が来た︑大津波警報が出た︑仲間
の半分ぐらいは高台へ逃げた︑自分は何人かの仲
間とともに︑自分なりに言うと莫大な借金をして
つくったばかりの船だ︑これを守りたいというの

立場でもそういうふうに思うと思いますよ︒特に
今回のは︑こういう事態によってそういうふうに
なっているわけですから︑ここは相当な配慮をし
ても国民的な理解も得られると思います︒
私も︑先ほど言ったように︑何回か被災地に行
ったときに被災されている皆さんとの話の中でい

○城島委員 やはり︑現実的に自分がその立場に
なったら︑これはもうとてもじゃないけれども大
変ですよ︒よく言われるように︑ゼロからの出発
じゃなくてもうマイナスからの出発になるわけで
すから︑少なくともゼロぐらいからのスタートに
させていただきたいというのは︑恐らく私がその

っておりますから︑そういう調整の難しさもござ
いますけれども︑ありとあらゆる手法を講じて何
とかならないかということを今検討中でございま
す︒

これから私も想定外というのはもう絶対に使うま
いと思った次第であります︒

その方が言った言葉︑いまだにあるんですけれ
ども︑原発の事故で専門家等がこれは想定外だっ
たと言うんだけれども︑本当に想定外の人生は我
々なんだ︑全く想定できなかった人生を歩まざる
を得ない︑しかし我々はそこから逃げることはで
きないんだという言葉は本当に胸にしみまして︑

いただきたいと思いますが︑いかがでしょうか︒
○海江田国務大臣 今の御意見を承りまして︑政
府内で本当に真剣に議論をしてまいります︒そし
て︑できるだけ早くですね︒
○城島委員 ぜひ︑そういうふうにお願いしたい
と思います︒

それから︑今おっしゃったように︑金利が実質ゼ
ロになるようなことは大変いいことだと思います
けれども︑さらに︑既存債務それから新規債務を
合わせた超長期についての︑長い期間︑例えば十
年ぐらいは猶予するとかいうことを含めて︑やは
り総合的に借り手の立場に立ってこれを検討して

ところを何らかの形で︑いわゆるマイナスのスタ
ートではなくてゼロからのスタートになるような
配慮をいろいろな形でしていただけないかなと思
います︒
例えば︑土地を国が買い上げるとか︑あるいは
中小企業ですと公的機関の資本注入をするとか︑

本当に多いと思うんですね︒ですから︑今︑海江
田大臣おっしゃいましたリスケの問題とか長期金
利の問題というのは︑ぜひそうしてほしいんです
けれども︑あわせて︑やはりゼロになるぐらいの
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と承知をしております︒家族同様の存在であり︑
また心のよりどころということもあって︑ペット

ただいたことに︑敬意を表したいと思います︒
警戒区域は︑安全上のリスクから︑住民の皆様
の生命身体の危険防止の観点から︑原則として立
ち入りが禁止されております︒この警戒区域にお
住まいであった方は着のみ着のままで避難をされ
ており︑かなりの数のペットが取り残されている

こういったことを含めて︑全体的なところにつ
いての総括を環境大臣及び農水大臣から承りたい
と思います︒
○松本︵︶国務大臣 お答えいたします︒
城島委員には︑一番に︑家畜やペットのことで︑
人間と動物のつながりということで声を上げてい

を含めた産業動物ということを私なりに全体を見
ますと︑被災地全体からすると︑民間のボランテ
ィアの皆さんやＮＰＯ法人の皆さんを含めて︑と
りわけペットについては︑全体的には︑そういう
方々の御努力もあって︑比較的順調に救助が進ん
だかなというふうに思っております︒

それから︑あえてもう一つ︑特に原発の二十キ
ロ圏内というのが中心の問題意識でありますが︑
今回︑全体の災害に対してですけれども︑動物の
救助︑救済というのが一つ大きな課題であったし︑
課題であろうというふうに思います︒
これについて︑ペットやあるいはいわゆる家畜

ぜひ︑経産大臣︑そういう人たちの人生にとっ
て︑前向きに︑あすに向かっていけるような対応
を︑個人も含めて︑事業主を含めて︑検討をお願
いしたいと思います︒

リスクもやはりどうしても考えなければならない︑
このようなことから︑なかなか思うようにいかな

したペットの保護活動が円滑に行われますように︑
関係者と協力をしてまいりたいというふうに思っ
ております︒
○鹿野国務大臣 この原発事故発生後におきまし
ては︑作業者の方々にこの圏内に立ち入っていた
だくというふうなことは︑二次災害というような

ら五日間︑福島県が︑実際に同区域に立ち入って
調査等を実施し︑緊急的な対応が必要であった三
十頭近くのペットを保護しました︒これも︑環境
省も初日の調査に同行いたしました︒
いずれにしましても︑今後も︑住民の一時立ち
入りが本格化をしてまいりますので︑これと連動

福島県が回収をして︑スクリーニングを行いまし
て︑必要に応じて除染等を実施して警戒区域外に
持ち出しております︒別途緊急に保護した放浪ペ
ットを合わせれば︑現在までに十八頭保護をいた
しております︒
また︑これに先立ちまして︑四月の二十八日か

ームと協議を重ねてまいりまして︑その結果︑先
ほどからお話がありますように︑五月十日の住民
の一時立ち入りと連動して︑環境省及び福島県が
合同で保護活動を開始したところであります︒
具体的には︑一時立ち入りをした住民が玄関先
等の屋外にとめ置いたペットについて︑環境省と

を救い出してあげたいとのお気持ちはそれぞれに
あって︑私どもも︑毎日のようにさまざまな方々
からお話をいただきました︒
これにつきましては︑原子力被災者生活支援チ

の福祉に合致したような対応というのは国際的観
点からも求められるところだと思いますが︑今回︑

になっておりまして︑これはやはり国際的にもき
ちっとした対応をこれからもとっていく必要があ
るんじゃないかというふうに思います︒
例の世界獣疫機構︑ＯＩＥの︑昨年ですか︑採
択されました家畜の福祉に関する基準ということ
からしても︑ここの部分についての適切かつ動物

御指摘した二十キロ圏内については︑大変問題が
多かったし︑まだ依然として問題があるというふ
うに思っています︒
この二十キロ圏内ということに限って言います
と︑国内はもとより︑私のところには海外からも
厳しい意見というのは段ボール箱いっぱいぐらい

題につきましても全力を挙げて取り組んでいかな
きゃならない︑このような考え方に立っていると
ころでございます︒
○城島委員 今回︑全体的には︑いわゆる二十キ
ロ圏に入らないところについては牛も豚も移動が
かなりされたなというふうに思いますが︑今私も

とにいたしたわけであります︒
このことは︑農業者の方々の気持ちを思います
と本当に胸が痛む思いでございますけれども︑こ
れからも︑農業者の方々︑関係の方々の御理解を
いただく中で進めていかなきゃならない︑同時に︑
私どもといたしましては︑そういう方々の賠償問

かったということもございます︒
そういう中で︑四月の二十二日︑警戒区域が設
定されたということで︑苦渋の選択でございます
けれども︑安楽死という方法により処分をするこ
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力をしまして︑いわゆる学術的な見地とか公益的
な見地からさらに見てもまだ何とかこれは生かし
ていくことができるというものについては︑やは
り︑救済する︑生かしていくという観点もぜひ重
要だろうというふうに思うんですよ︒
今回︑南相馬の市長なんかを含めて︑これにつ

要だなという感じはします︒しかし︑必ずこれは
安楽死という行為をとっていただきたいし︑今お
っしゃいましたように︑所有者については経済的
な補償というものをきちっとしていただくという
ことだと思います︒
ただ︑もう一方︑私も実は︑二十キロ圏内︑努

二十キロ圏内に入りまして︑かなりつぶさに産業
動物の実態も見てまいりました︒そうしますと︑
やはり︑残念ながら︑現状からいうと︑かなりの
産業動物については︑今回政府が指示を出されま
したように︑所有者の同意の中で安楽死をすると
いうことが︑いわゆる愛護や福祉の観点からも必

おくらせてしまった一つの大きな原因だと思うん
です︒政府にもなかったし︑さらには︑県の中で
も調べてみますと︑ないんです︒一体これはどう
対応するかということに︑そのために随分時間が
かかってしまっているなというふうに思います︒
私なりに結論を申し上げますと︑今回︑私ども︑

私なりに調べてみますと︑原子力災害対策特別措
置法の中に︑動物︑ペットや産業動物を含めたも
のに対する保護規定というのがないんですね︒こ
れは︑抜けていたというところが︑対応を非常に

体的な形で対処してまいりたいと思っております︒
○城島委員 ありがとうございました︒
○中井委員長 これにて中川君︑城島君の質疑は
終了いたしました︒

今委員が申されたとおりに︑学術研究目的そして
公益性︑そしてまた︑しっかりとスクリーニング
検査を行って除染をすること︑あるいは大学等の
研究機関がしっかりと監視すること︑あるいは研
究以外の家畜生産及び食用には利用しないこと等
々の条件を満たすというふうなことを含めて︑具

の要請を受けとめていただきたいというふうに思
いますが︑いかがでしょうか︒
○中井委員長 鹿野農水大臣︒時間が来ています
ので︑短く頼みます︒
○鹿野国務大臣 南相馬の関係の方々からも御要
望をいただいておることでございますけれども︑

うことで生かしていく︑あるいは命を守っていく
ということもあってもいいんじゃないかと思うん
ですね︑画一的じゃなくて︒
これは︑まさに地元の中でも︑そういうことで
何とかやっていこうということがありますから︑
ここもぜひ︑そういう観点も含めた自治体︑地元

影響を長期的に観察していくという︑簡単に言え
ば︑そういう学術的な見地というのも︑専門家か
ら見ると非常に価値がある︒今までほとんどだれ
もやっていないということもありまして︑そうい

いても︑先ほどの画一的なことじゃなくて︑やは
りそういう観点に立って︑例えば放射線の与える
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