この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

○伊藤委員長 次に、金子恵美君。
○金子（恵）委員 立国社共同会派の金子恵美で
ございます。よろしくお願いいたします。
まず、新型コロナウイルスで亡くなられた皆様
方に心から哀悼の意を表しますとともに、今なお
病床にある皆様方の早期御回復を心よりお祈り申
し上げます。
そしてまた、新型コロナウイルスとの戦いをさ
れている医療従事者の皆様方を始めとして、私た
ちの命と生活を守っている全ての皆様方に心から
敬意と感謝の意を表したいと思います。
そして、そのような方々、医療従事者の方々、
御家族、そしてまた罹患された皆様方、御家族、
そういう方々に対する心ない言葉や対応というの
があるということでございます。極めて残念でな
りません。
このような差別やいじめが今社会に存在してい
るわけでありますけれども、振り返りますと、東
電の福島第一原発事故後、私たち福島県民に向け

られた差別、特に県外避難者の方々に対するいじ
めや差別というものと重なる部分があるなという
ふうに感じているところでもあります。あのとき
も、福島県民は、放射能にだけではなくて、人に
傷つけられたという現状がありました。そして、
今は、ウイルスにだけではなくて、人に傷つけら
れている。そして、心のケアも必要となっている
人たちがふえているのではないかというふうに思
います。
政府としては、この不当な差別や偏見を防止す
るためのテレビスポットＣＭなどを流して取組を
しているとは言うには言っているのですが、それ
だけではなくて、やはりしっかりとした心のケア
を改めてするということが必要になってくるので
はないかというふうに思っております。
それで、この心のケアについてどのように進め
るのか、そしてまた、原発事故の際の教訓を生か
すべきというふうに考えますけれども、きょうは
小島厚労政務官にもおいでいただいておりますの
で、御答弁よろしくお願いいたします。
○小島大臣政務官 お答えいたします。
先ほど先生がおっしゃるように、こうした感染
症とか感染の患者とか医療関係者、また家族の方
々に対して、非常にこうした差別とか偏見、本当
に許されない、このように思っております。
そういう中で、先般の五月の十四日の専門家会
議におきまして、偏見や差別の撲滅については、
「疾患に対する正しい認識の周知に努めるととも
に、人権が侵害されるような事態が生じないよう
適切に取り組むべきである。」というふうに専門

家会議でも言っております。そういう中で、国民
の方々に正しい感染症の知識とか予防等を正しく
理解していただくということが重要であろう、こ
のように考えております。
このため、厚生労働省といたしましては、と同
時に、国立感染症研究所におきましては、国民の
皆様に正確な情報を周知するため、新型コロナウ
イルスに関する基本情報や感染予防策など重要な
情報につきまして、ホームページを開きまして周
知をしているところでございます。
さらに、コールセンターを設置いたしまして、
週末や祝日も含めまして、国民の皆様からの問合
せにしっかりと対応しているというところでござ
います。
同時に、国もですけれども、都道府県とか指定
都市におきましても、設置しております精神保健
福祉センター等におきましても、しっかりとそう
した心の悩み等対応しているというところでござ
います。
いずれにしましても、しっかりと国民の方々の
偏見がなくなるようにこれからも努力したい、こ
のように考えております。
○金子（恵）委員 ありがとうございます。
震災後、被災者の心のケア支援事業というもの
が存在をしているということで、今に至っており
ます。
今回の法改正によって復興庁は十年間延長とい
うことでありますが、心のケアについては五年の
区切りとか十年の区切りで終わるものではないと
いうことで、今後も、この心のケア等の被災者支
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援というものが必要になってくるということで、
改めてこの継続についてしっかりとお考えをいた
だいているということを確認をさせていただきた
いというふうに思いますし、そしてまた、改めて、
このことが、今のこのコロナ禍にあって、しっか
りと教訓となっているのか。
私はこの心のケア支援事業自体も決して全てが
十分であるというふうには思っておりませんで、
お手元に、この心のケア支援事業の資料、これは
厚生労働省の心の健康支援室そして依存症対策推
進室というところからいただいた資料ではありま
すけれども、つまり厚労省の方でつくった資料な
わけです。
実際に、予算は被災者支援総合交付金百五十五
億円の内数で、年間だと、今年度ですと十五億弱
でありますから、十分の一なわけですね。ですか
ら、この資料を見ると、百五十五億も行っている
んですかと思いますけれども、そうではないとい
うことを改めて申し上げさせていただきますし、
いろいろとやりとりをしていますと、自治体から
の要望に基づいてこの金額だというふうにはおっ
しゃるんですけれども、では、考えていくと、こ
こ、業務概要も見ていただきたいというふうに思
います。
個別相談支援、訪問による相談支援、そしてま
た、多職種で構成されるチームによる訪問支援、
アウトリーチ、訪問が主な心のケア支援というこ
とになって、相談支援ということになっていくわ
けなんですね。今、このコロナ禍にあって、なか
なか訪問ということができない、フェース・ツー

・フェースでの心のケアというものを提供できな
いというふうな状況もあるというふうに思います。
この心のケア支援事業につきましては、私は以
前、昨年の三月の当委員会においても、当時の渡
辺大臣に対して質問させていただきまして、その
ときは、例えば、この実施主体のところにありま
す心のケアセンターとあるんですけれども、ここ
の職員の確保が難しい理由としては、例えば、予
算も単年度予算、そして雇用契約も単年度という
ふうになっているのでなかなか難しい。そのよう
になっている理由としては、やはり継続性、この
支援事業の継続性というのが明確でないから、単
年度の雇用であって、そしてまた予算もそのよう
な形なのでということなわけですね。
ですけれども、私、この問題意識を申し上げた
ときに、当時、渡辺大臣は、「雇用のあり方につ
いても、これも検討課題だというふうに思ってお
ります。」とおっしゃっていただいた。というこ
とは、検討課題であって、課題があるということ
は御認識いただいたんだと思うんです。
そこから今に至るまで、どのように検討されて
変わってきたかということも含めて、本当に重要
な支援事業でありますので、大臣から御答弁いた
だきたいと思います。
○田中国務大臣 今、金子委員からいろいろとる
るお話がございました心のケア支援事業の件でご
ざいますが、心のケアの支援事業を担う心のケア
センターは、被災者の悩みや不安の相談に応じ、
また、被災者支援に重要な役割も果たしておりま
して、昨年末の基本方針においても、心のケア等

の被災者支援について、事業の進捗に応じた支援
を継続していくこととしておるところでございま
す。
今指摘されました心のケアセンターの職員の雇
用について、国の予算制度が複数年度雇用を妨げ
るものではないが、将来的な予算確保に関する不
安から単年度契約が行われていることを承知をし
ておるところでございます。
単年度予算の制約はありますけれども、国とし
て、継続して必要な予算の確保に努めていく旨の
周知を関係者に対して図ることで、専門性を持っ
た職員の継続的な雇用を確保していただけるよう
努力をいたしてまいりたいと思っております。
また、さまざまな支援者の連携を促して、被災
者の多様なニーズに寄り添った柔軟な対応ができ
るよう着実に支援を行ってまいりたいと思ってお
るところでございます。
○金子（恵）委員 ありがとうございます。
雇用の問題については、しっかりと発信をして
いただいて、この継続性についてしっかりと担保
していただけるような仕組みづくりをやっていた
だきたいというふうに思いますし、また、今申し
上げましたように、訪問というような形での心の
ケアができない場合、実際に、オンラインカウン
セリングというのはなかなか日本ではまだ広がっ
てはいませんけれども、こういう方法もあるとい
うことで、いろんな形での心のケアをしていく検
討を進めていただきたいというふうに思います。
今、さらに、オンラインカウンセリングという
のをされている方々がいらっしゃるわけですけれ
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ども、これは重要な観点だというふうに思います
ので、今後の、コロナ後のことも含めまして、私
たちは今考えていかなくてはいけないというふう
に思いますので、ぜひよろしくお願いを申し上げ
たいと思います。
次に参りますけれども、また、ちょっと資料の
二枚目を見ていただきますが、極めて残念なんで
すが、私の地元の福島で、災害公営住宅で孤独死
をされた方の記事が地元紙に掲載されまして、課
題といたしましては、そもそも、災害公営住宅自
体が孤立化している状況になっていないだろうか、
そこにお住まいの皆様方が孤立化している状況に
あるだろうという、そういう部分から、今回、新
型コロナウイルスの問題で見守りが困難になって
しまったということで、死後二カ月もたっていた
ということでありました。
面的に広く帰還困難区域がある浪江町から避難
をされている方でありますが、ですので、浪江町
の社協の皆様もきっと頑張ってこられたのだろう
と思います。しかし、今回のようなコロナウイル
スの問題があったということで、見守りについて
も新たな形でいろいろ考えていかなくてはいけな
いんだろうというふうに思いますし、新しい生活
様式というふうに言っていますけれども、どのよ
うな形で命とそして人々の生活を守っていくかと
いうことをこれからもしっかりと検討していかな
くてはいけないというふうに思っているのですけ
れども、災害公営住宅における孤独死の現状につ
いての御認識をお伺いします。
○田中国務大臣 今御指摘の事案について、私も

新聞の報道記事も拝見しましたけれども、本当に
痛ましいことであり、まことに残念なことでござ
いまして、亡くなられた方に対しまして心より御
冥福をお祈りを申し上げる次第でございます。
ウイルス感染症の拡大防止策を講じつつ、被災
者への見守り支援を継続することは本当に重要で
ございまして、厚労省が留意事項を示した事務連
絡を発出したと承知をしております。
復興庁においても、自治体等から被災者支援事
業の内容変更等の相談があれば、柔軟に応じてま
いりたいと思っております。
また、災害公営住宅等に転居された方の孤独死
の防止についても、日ごろから孤立の防止やコミ
ュニティーづくりが非常に重要でございまして、
このために、自治会の形成支援や交流会の開催な
どのコミュニティー形成支援、生活支援相談員に
よる見守りの実施、生きがいづくり等の心の復興
などの自治体の取組を被災者支援総合交付金によ
って一生懸命応援もしてまいりました。
昨年取りまとめた復興の基本方針において、復
興・創生期間後もこうした支援を継続することと
しておりまして、引き続き被災者に寄り添った取
組を推進してまいりたいと思います。
特に今、コロナのことで大変な事態が起こって
おるわけでございまして、この現実にも即して対
応していかなければならない、この思いを強くし
ております。
○金子（恵）委員 ありがとうございます。
そもそも、まずは、コミュニティーの形成等が
難しい状況でもあったというふうに思いますし、

例えば、私、前回の委員会でも、福島大学や岩手
県立大学の研究グループ等が行ったアンケート調
査について触れさせていただいたんですけれども、
その中で、例えば、困り事を相談する相手がいな
いと半数近くが回答し、誰が入居者かわからない
と約七割が回答しているという災害公営住宅の状
況であります。
そこに、今のような新型コロナウイルスの感染
症の問題が出てきているということでありますの
で、二重三重で厳しい孤立化が進みつつあるとい
うことを理解をいただいて、御対応いただきたい
というふうに思います。
時間の関係で次に行かせていただきますけれど
も、ちょっと一つ質問を飛ばさせていただきまし
て、復興財源に充てる政府保有株式の売却の見通
しについて伺いたいと思いますが、その前に、小
島政務官、ここまでで、御退席いただいて結構で
ございますので、コロナ対策、ぜひ頑張っていた
だきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○伊藤委員長 政務官、退席していただいて結構
です。
○金子（恵）委員 それでは、続けまして、本会
議でも私は質問させていただきまして、財源確保、
どうなるんだということでありましたけれども、
復興特別所得税の税収の上振れの実績を踏まえて、
この税収の上振れ分で賄うことができるから、復
興・創生期間後五年間の復興財源は、新たな財源
の確保というのは必要がないというようなことを
政府はおっしゃっている。
本当にそれで大丈夫なのか。このコロナ禍の中
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で、新型コロナウイルスの経済への深刻な影響と
いうのがある中で、その上振れ分というものは本
当に大丈夫なのか、確保できるのかということも
本会議で質問させていただきました。短期的な影
響であって、長期的には影響はないから大丈夫だ
という御答弁ではあったんですが、復興財源の確
保というのは本当にとても重要な部分でありまし
て、これがなければ何もできないわけです。幾ら
十年間延長する、五年間これをやる、あれをやる
と言ってもだめです。
ですから、しっかりとここは担保していきたい
と思うんですけれども、復興財源に充てる政府保
有株式の売却の見通しについてお伺いさせていた
だきたいんですけれども、一つは、日本郵政株式
であります。
復興財源の一つとして、政府保有の日本郵政株
式会社の株式の売却収入が充てられているわけで
す。これまで、一次、二次と売却し、約二・八兆
円の収入を得ていますけれども、政府が目標とし
ているのは四兆円です。ですから、残りの約一・
二兆円の売却収入が確保できていないということ
であります。
では、実際に、昨年の五月、三次売却に向けて
準備はしたのですけれども、かんぽ生命保険の契
約締結に当たり不正な行為が発覚したということ
で、株価が急落しました。そのことによって、な
かなかその売却収入の確保というのはできない、
難しくなってきているという状況であります。ま
ずは、市場動向を正確に見きわめながら、把握し
ながら、復興債の償還費用が少しでも多く得られ

るような、適切な時期を見定めるということが必
要になってくるというふうにも思います。
もう一点は、東京メトロ株であります。これも
復興財源に資するということでありますが、売却
のためには、政府は、まず上場しなければならな
いということでありまして、ただ、同じく東京メ
トロ株を保有する東京都が上場に慎重な姿勢を示
しているので売却のめどが立っていないと報じら
れてもいます。
この二つの株式について、ぜひしっかりと復興
財源に充てる方向づけをしていただきたいという
ふうに思いますけれども、きょうは、井上財務政
務官おいででございますが、御答弁をお願いいた
します。
○井上大臣政務官 御質問ありがとうございます。
もうほとんど金子先生がお答えになられたよう
な内容になるかと思いますけれども、今お話しい
ただきましたとおり、復興財源の政府保有株式、
日本郵政と東京メトロについて御質問いただいて
おります。
今お話がありましたとおり、これまで二度の売
却をして、二・八兆円の売却収入を得たところで
あります。昨年五月には、三次売却に向けて実際
の売却時期を検討しております。そういう状況下
の中で、実際、売却の時期というのは、株式市場
の動向等、日本郵政の、今お話があったとおり、
経営状況を注視しながら慎重に検討していきたい
というふうに思っていまして、確実な財源を確保
したいというふうに思っております。
次に、東京メトロの株式については、東京メト

ロも完全民営化するということで、地下鉄株式会
社法の趣旨を踏まえて、主務官庁である国土交通
省と東京都ともに、売却に向けた調整をさせてい
ただいております。
これらの株式は、国民共有の貴重な財産でもあ
りますので、適切に売却することで復興財源を確
保できるようにとり行っていきたいというふうに
思っております。頑張ります。
○金子（恵）委員 最後に政務官から頑張ります
というお言葉もいただきました。ぜひよろしくお
願いしたいと思いますし、東京メトロ株について
は東京都との調整というのが必要であるというこ
とでありますけれども、郵政の方は、かんぽ生命
保険の問題への対処状況というものをどういうふ
うに評価するか、そしてまた、今後株価がどうな
っていくかということをしっかりと見きわめてい
くということにもなっていくというふうに思いま
すので、ぜひ、財源確保、よろしくお願いしたい
と思います。よろしくお願いします。ありがとう
ございます。
それでは、次の質問に参ります。
ちょうど十五日に開かれました福島新エネ社会
構想実現会議において、構想の骨子案、展開の方
向性というものですが、それが示されました。福
島県が発信源になって、再生可能エネルギーの聖
地となって、そして、これが日本全国に広がれば
いいなという願いを持っているところでございま
すけれども、国や県、これがもちろん両輪になっ
てやっていますが、やはり地域の皆さんも一体と
なってこれを進めていくということも重要であろ
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うかというふうに思います。
どのような構想で、どのように今後進めていく
のか、中野経産政務官おいででございます、よろ
しくお願いします。
○中野大臣政務官 金子委員の御質問にお答え申
し上げます。
委員御質問になりました福島新エネ社会構想は、
福島を未来の新エネルギー社会を先取りをするモ
デル創出の拠点とするということを目指しまして、
再生可能エネルギーの導入拡大、水素社会実現に
向けたモデルの構築、そして、スマートコミュニ
ティーの構築の三つを柱としまして、総理の指示
のもと、二〇一六年九月に策定をいたしました。
本会議の関係者を構成員とした福島新エネ社会構
想実現会議を定期的に開催し、進捗状況の報告を
行うことで、それぞれの取組を着実に進めていっ
ております。
そして、御質問いただきました、先日の十五日
には実現会議を開催をしまして、これまでの取組
の成果も踏まえながら、二〇二一年度以降の第二
フェーズに向けまして、今後のさらなる展開の方
向性を提示をさせていただきました。
具体的には、一つは、再エネ社会の構築に向け
まして、風力発電の産業拠点を創出をすることな
どにより、再エネのトップランナーの県としての
最先端の取組を加速をすること、そしてもう一つ
は、水素社会の構築に向けまして、計画的な水素
ステーションの整備、また、燃料電池自動車、バ
ス、トラックなどの導入、公共施設等における水
素の利活用の推進など、この第二フェーズを社会

構築、実装への展開とするための取組を盛り込ま
せていただきました。
今後、本構想の改定に向けた議論を進めまして、
これらの取組を実現させていくためには、福島県
はもちろんのことでございますが、実現会議の構
成員でもございます福島県の商工会議所連合会な
どからもよく御意見をお伺いしながら、まさに委
員がおっしゃったような、地元と一緒にというこ
とが一番大事であると思っております。地元企業
と一緒に本構想をしっかり進めてまいります。
○金子（恵）委員 地元と一体となりながらも、
そしてこれをしっかりと全国に、そして世界に発
信していく仕組み、ぜひつくっていただきたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、環境副大臣、石原副大臣おいででござい
ますので、汚染土の再生利用について、除染の除
去土壌の再生利用、これについておただししたい
と思います。
省令改正、四月にもということだったと思いま
すが、それは断念されたということです。多くの
パブリックコメントがあって、慎重にというお声
だったということであります。一方で、今、実証
事業が行われていて、南相馬市の東部仮置場、そ
して飯舘村の長泥地区、この二カ所で行われてい
るわけです。
中間貯蔵施設がどうなっていくのか、最終処分
場がどうなっていくのか、こういうことと全て一
緒に一体となってこの議論を進めていく必要があ
ります。
ここのところの話題としては、飯舘村では帰還

困難区域の避難指示を一括解除する方針案をまと
めているわけですし、特定復興再生拠点区域外の
除染を今後どうするか、実施するのかどうか、そ
のことについてもまだ国としては決めていないわ
けですし、そのことを検討しながらも、やはり、
放射能で汚れてしまった地域をどのように再生し
ていくかという課題になっていくんだというふう
に思います。
今後、この具体的な検討をどのように進めてい
くか、改めて副大臣にお伺いしたいと思います。
○石原副大臣 いろいろな論点が重なって言われ
たんですけれども、再生利用について御説明をさ
せていただきたいと思います。
福島県内における土壌等の除染等の措置により
生じた汚染土壌等については、中間貯蔵開始後三
十年以内に、福島県外で最終処分を完了するため
に必要な措置を講ずることとされておりますけれ
ども、最終処分量を低減するために、除染土壌等
の減容、再生利用を進めているところであります。
再生利用の推進に当たっては、地元の皆様の御
理解が重要であり、先ほど金子先生が言われたよ
うに、地元の皆様の御理解をいただきながら、実
証事業を二つの場所で実施をさせていただいてお
ります。今お話がありましたように、南相馬市の
東部仮置場と飯舘村長泥地区において盛土を造成
して、空間線量等のモニタリング結果から安全性
も確認をしているところであります。
飯舘村長泥地区においては、試験栽培等により、
農地としての安全性を確認中でございまして、今
年度もさまざまな作物の試験栽培を実施をしよう
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としております。そういう観点からも、実は、政
令の見送りというのも、飯舘村の方からも御意見
もいただきまして、パブリックコメントもありま
すけれども、判断をさせていただきました。こと
しの飯舘村の新たな作物の栽培の結果、成果等も
踏まえて、更に再生利用の検討を進めてまいりた
いというふうに考えております。
いずれにせよ、再生利用の必要性や放射線にか
かわる安全性等については、理屈だけではなくて、
信頼を得られるように、実証事業の結果等を含め、
丁寧な説明をしっかりと行って、関係省庁ととも
に取り組んでまいりたいというふうに考えており
ます。
○金子（恵）委員 農地として、食べる農作物を
つくる実証事業を進めるということだというふう
に思うんですけれども、今までは花などをつくっ
ていて実証実験をやっていたということでありま
すけれども、今度は食べるものをつくるわけです
よ。そうすると、やはりそこからまた新たな風評
被害等が起こるのではないかとか、そういうこと
も含めて、しっかり対応していく課題というのが
出てくるのだと思います。
今、情報発信をしっかりやるというふうにおっ
しゃったんですけれども、そこは本当に丁寧にや
っていかないと御理解というのはなかなか得られ
るものではないというふうに思います。そしてま
た、危険なものは危険とちゃんと言っていくべき
だと私は思いますので、人の命を守るという点で
も、環境省はもちろんそれを進めてきたわけです
から、ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。
それでは、最後の質問になりますけれども、今、
農作物を除去土壌でつくってみようという、そう
いう取組を、実証実験の話もありますけれども、
営農再開をしっかりと沿岸部でもやっていこうと
いうことでありますが、今回の福島復興再生特措
法の一部改正案には、被災十二市町における営農
再開に向けた農地の利用集積の促進をするために、
福島県が計画を作成、公示し、所有者不明農地も
含めて一体的に権利設定できる仕組みを導入する
ということ。そしてまた、六次産業化施設の整備
の促進のために、計画に記載することで農地転用
等の特例を適用するということも盛り込まれてい
るわけです。
これをするためにもだというふうに私は理解を
しておりますが、今年度から、この十二市町村に
農水省の職員の方々が一名ずつ張りついていると
いうことであります。私はやはり、以前から申し
上げているんですが、しっかりと被災地のことを
理解してくださっている方々に行っていただきた
いというお願いと、それと、やはり腰を据えて対
応していただきたいわけなので、頻繁に職員の方
の入れかえというのがあってはいけないというふ
うに思っているんです。
営農再開というのは、本当に中長期的に対応し
なくてはいけない内容となっていると思います。
副大臣、いつも福島にお運びいただいてありがと
うございます。御答弁をお願いいたします。
○伊東副大臣 原子力被災十二市町村におきまし
ては、営農再開面積がまだ約三割というところに

とどまっておりまして、再開に当たって担い手の
確保やあるいは農地の利用集積は重要な課題にな
っているところであります。
今先生からお話がありましたように、農水省で
は、本年の四月から、三十二名の体制によりまし
て、この十二市町村に対する人的支援を行ってい
るところであります。十二市町村派遣職員は十四
名、この市町村派遣職員のサポートチーム十八名
でありまして、東北農政局勤務経験者が大半であ
ります。
この十二市町村に派遣された職員は、整備を要
する農地面積等の基本データの収集、分析、また
関係者との意見交換やニーズの把握等を支援をし
ているところであります。
今般御審議をいただいておりますこの福島復興
再生特別措置法の改正におきましては、営農再開
の加速化に関する特例を規定するとともに、四月
から、派遣職員が核となりまして、福島県あるい
はＪＡまた官民合同チーム等と一体となって、こ
の十二市町村で、それぞれ異なるニーズがあるも
のでありますから、現場のニーズをしっかり踏ま
えながら、帰還者やあるいは移住者等の促進によ
る担い手づくり、集約化による営農基盤の確立に
向けて全力で取り組んでまいりたいと思います。
○金子（恵）委員 時間が参りましたので、これ
で終了させていただきます。ありがとうございま
した。
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