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櫻井 充東日本大震災復興特別委員長：ただ
いまから東日本大震災復興特別委員会を開会
いたします。
　東日本大震災復興の総合的対策に関する調
査を議題とし、東日本大震災復興の基本施策
に関する件について質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。

熊本地震の復旧復興について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でござ
います。
　私は、国土交通省で長らく勤務をしてまい
りまして、防災対策や治水対策を担当し、東日本大震災の復旧復興にも、水管理・国土保全局長、そして技監と
して携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせていただきたいと思います。
　まずは、昨年の４月14日、まさにちょうど１年前の今日、熊本地震の前震とも言われる一つ目の震度７の大き
な地震が発生をいたしました。２日後の16日には本震と言われる二つ目の震度７の地震が発生し、この二つの地
震などによりまして熊本県を中心に大変大きな被害をもたらしました。亡くなられた皆様に衷心より哀悼の意を
表しますとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。これからも被災地に寄り添って、早
期の復旧復興に努めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
　私は、発災の二週間後の４月29日、熊本市と益城町に伺いまして被災地を調査をさせていただきました。古い
立派な住宅がとても大きな被害を受けていた、そのことに心を痛めました。また、９月８日には阿蘇大橋など阿

蘇地方の被災地にも伺いま
した。資料としてお配りを
しました、私が撮影した写
真に示すとおりの状況でご
ざいました。大規模な地震
の巨大なエネルギーに恐怖
感を感じるほどでございま
した。私としても、被災地
の一日も早い復旧復興を
願っております。
　さて、熊本地震から１年
になりますが、現在までの
復旧復興状況について伺い
たいと思います。また、５
年前に発生した東日本大震
災などの経験や教訓が熊本
の震災対応にどう生きたの
かも併せてお伺いをいたし
ます。
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伊丹内閣府大臣官房審議官：お答えいたします。
　政府といたしましては、熊本地震発災後、速やかに激甚災害の指定を行ったほか、
これまでに三次にわたる補正予算等を通じた財政支援措置等を講じておりまして、
これらをフルに活用して復旧復興を後押ししてきたところでございます。
　具体的には、4,303戸の応急仮設住宅の全戸完成を始めとする住まいの確保、崩
落した阿蘇大橋の橋梁の本体工事の契約を行ったほか、県道熊本高森線の俵山トン
ネルと旧道を活用した東西方向の通行の確保を始めとするインフラの復旧など、被
災自治体と一体となって取り組んでおりまして、復旧復興は着実に進んでいる状況
でございます。
　また、熊本地震の際には、東日本大震災等の経験や教訓を生かし、自治体の要請

を待たず必要な物資等を緊急に供給するプッシュ型支援を初めて実施したほか、NPOと行政との連携が重要で
あることから、熊本地震・支援団体火の国会議を設立し、国、自治体及びNPOの情報共有、活動調整を行うな
どの取組を行ったところであります。さらに、熊本地震でも全国の自治体等から応援派遣を受けた経験、教訓を
踏まえ、先月末には自治体における災害時の受援体制に関するガイドラインを策定したところであります。
　今後とも、将来の災害に備え、貴重な経験や教訓を基に災害対策の不断の改善を行ってまいりたいと考えてお
ります。

熊本の災害復旧工事の不調不落対策について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。様々な教訓、経験が後世に生きるようにしていただきたい。内
閣府の防災担当はその大事な担い手だというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
　ところで、熊本の震災におきましては、自衛隊や警察、消防の皆さんも全力で頑張っていただきましたが、地
域の建設業の皆さんが、測量設計業やコンサルタントも含めまして、しっかり頑張って応急対応が行われ、復旧
復興の道筋が付けられたというふうに考えております。
　建設産業の皆さんは、そこに住んで守るという大事な災害時の地域の守り手としての役割も担っております。
建設産業の皆さんが、場合によっては被災者となっているにもかかわらず、真っ先に現場に駆け付け、被災状況
の緊急調査や被災者の支援、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確保など、様々な緊急対応やその後の復旧復興
の担い手として大切な役割を果たしています。私の知っている測量会社の社長さんは、会社が被災してしまった
にもかかわらず、協会の会議室に寝泊まりして応急対応の仕事に頑張ってくださいました。建設産業の皆さん
の頑張りに心から敬意を表しますとともに、感謝を申し上げます。
　しかし、その一方で、熊本の災害復旧工事では不調不落が増加しているというふうに聞きます。需給のミスマッ
チが起こっているようであります。東日本大震災の際には、不調不落対策を徹底するため、国土交通大臣が出席
されまして復興加速化会議を開催し、対応
をいたしました。私も当時技監でありまし
たが、平成25年10月にこの会議に参加を
いたしました。予定価格の適正な設定に寄
与する復興係数の導入、復興歩掛かりなど、
様々な対策を講じて一定の効果を上げて
きたというふうに思っております。
　東日本大震災のこの貴重な経験を踏まえ
まして、熊本では、災害復旧工事の不調不
落問題に、特に発注者サイドの予定価格の
適正な設定を始め、どのような対策を講じ
ているのか、伺います。

大鹿復興庁統括官付審議官：お答え申し上げます。
　今般取りまとめられましたこの会計検査院の報告書におきましては、５年間の集
中復興期間における予算の執行状況といたしまして、累計の支出済額が約27.6兆円、
このほかに平成28年度への繰越額が約1.4兆円、それから平成27年度の不用額とし
まして0.5兆円、それから５年間の累計の不用額としまして約4.5兆円、それから支
出済歳出額のうち地方公共団体の基金等に約３兆円が積み残されていると、こう
いったデータが示されております。
　これを踏まえまして、未使用額、繰越しとか不用等を含めていると認識しており
ますが、未使用額が約５兆円、ないしは累計の不用額を用いまして約９兆円といっ
た新聞報道等がなされているというふうに承知をしております。
　この背景でございますけれども、未曽有の大災害でありましたこの東日本大震災からの復旧復興には多くの困
難あるいは長期の取組といったものが伴うわけでありますけれども、予算編成におきましては、一日も早い復興
に向け、十分な予算額を毎年度確保してまいりました。
　一方、大震災からのこの復旧復興事業の特性といたしまして、用地取得や地元調整等に時間を要し、結果とし
て繰越しや不用を生じるケースが間々ありました。
　また、東日本大震災の場合におきましては、被災自治体の事務負担あるいは予算不足に対する不安感といった
ものに考慮しまして、複数年度にわたる事業につきましては特例的に基金制度を多く用いまして事業に係る資金
をあらかじめ前倒しをするといった手法を用いてまいりました。
　こうした要因から、比較的多額の繰越し、不用のほかに、被災自治体における基金の残といったものが発生し
ているというふうに認識しております。
　復興庁といたしましては、こうした繰越し、不用等の発生をもちまして、事業が行われていない、あるいは進
んでいないといった誤解を特に地元におきまして招くことのないように、広く復興の進捗状況を周知してまいり
ますとともに、会計検査院の各般にわたる御指摘も踏まえまして、今後とも復興予算の適切な計上、執行に努め
てまいりたいというふうに考えております。

五道国土交通省技術審議官：お答えいたします。
　東日本大震災の復旧復興工事の実施に当たっては、入札の不調、不落や生コンの
不足が大きな課題となったため、国土交通省では復興加速化会議等において、被災
地の実態に応じて予定価格の割増しを行う復興歩掛かりや復興係数の導入、実勢を
踏まえた公共工事設計労務単価の引上げ、国、地方公共団体等の発注見通しの統合、
生コンプラントの増設などの対策を講じたところです。その結果、直轄工事では、
ピーク時には約72％あった不調、不落の割合が、先月３月には約11％にまで低下し
たところです。
　熊本地震の対応に当たっては、東日本大震災の対応を踏まえ、復旧工事が本格化
する前の昨年の７月に資材や労働者が不足し遠方からの調達が必要となる場合には

必要経費を適正に支払うよう通知したところでございます。
　また、昨年秋以降、不調、不落の割合が上昇してきたことなどから、関係者間において情報共有や対応策を検
討を行うため、昨年11月に国、県、市町村、建設産業団体等により構成する熊本地震等復旧・復興工事情報連絡
会議の設置、今年の１月より国、地方公共団体等の発注見通しの統合、２月に復興歩掛かり、復興係数の導入、
３月には公共工事設計労務単価の引上げなどを実施したところでございます。
　国土交通省といたしましては、引き続き、現場の状況をきめ細かく注視し、機動的に対策を講じることにより
被災地の復旧復興が一日も早く進むよう取り組んでまいります。

東日本大震災の復興予算の執行状況について
足立敏之委員：重ねて申し上げますが、不調不落対策としては、発注者サイド、特に市町村などの自治体の予定
価格の適正な設定というのが不可欠だというふうに思います。今後とも、引き続きしっかり対策を講じていただ
きたいというふうに思います。
　次に、東日本大震災の復旧復興についてお伺いをいたします。
　東日本大震災については、安倍内閣における最重要課題の一つとして政府を挙げて復旧復興に取り組んできた
結果、道路や海岸堤防などの基幹インフラの整備につきましてはかなり順調に進んできているというふうに思い
ます。今村大臣の所信演説でも、地震・津波被災地域では、生活に密着したインフラの復旧はほぼ終了し、住ま
いの再建も一歩ずつ着実に進展しておりますとの御
見解でございました。
　しかし、一般的に申しまして、現地からの悪い話
は小さなものでも伝わってまいりますけれども、良
い話はなかなか伝わってこない、それが実情でござ
います。このため、大多数の皆さんも、伝わってく
る悪い話に大変心配されているのではないかという
ふうに思います。本日は、そうした点に目を向けて、
順次質問をさせていただきたいと思います。
　まず、東日本大震災の復興予算につきまして、平
成21年度から25年度の予算に未使用が多いという指
摘を会計検査院がしています。一昨日の報道でも流
れておりました。本当にそんなに不用がたくさん出
て問題となるような状況なのか、復興庁の見解を伺
います。

限の支援を行ってまいりたいと考えているところ
でございます。

復興道路等の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　櫻井委員長にも当時御指導いただきましたけれ
ども、当時担当していた者としても、何とか責任
を果たせたのかなというふうに思っておりまし
て、柔軟な対応をしていただきまして心から感謝
を申し上げたいというふうに思います。
　次に、被災地の早期復興につながり、被災地の
経済発展の基盤ともなる道路整備について伺いた
いと思います。　私も、常磐自動車道が全線開通した後、一度自分の車で運転して被災地の中を走ってみました。
やはり道路がつながるということは大事なことなんだなというふうに、そのとき改めて強く感じました。地域の
期待を集めている復興道路、復興支援道路の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

石川国土交通省道路局長：お答えいたします。
　復興道路、復興支援道路は、平成23年７月29日に決定されました東日本大震災
からの復興の基本方針に位置付けられた道路でございまして、復興を支援する重要
な道路ネットワークでございます。これらの道路につきましては、早期にネットワー
クとしてつなげることにより、地元から期待される効果を発揮できるよう、地元の
御協力の下、異例のスピードで事業が進められているところでございます。
　復興道路、復興支援道路につきましては、国土交通省が中心となって整備してい
る路線、全長約550キロございますが、このうち約五割に当たります268キロメー
トルが開通いたしました。最近では、縦軸の三陸沿岸道路の南三陸道路約３キロが

今年の３月20日に、そして横断軸の一つでございます相馬福島道路の阿武隈東道路約11キロにつきましては３
月26日に、それぞれ開通したところでございます。また、この開通済み延長に開通予定を公表済みの区間を合
わせますと合計で503キロとなり、全体の約９割になります。
　引き続き、復興・創生期間内の平成32年度までの全線開通を目指し、地域の皆様の御協力をいただきながら
事業を推進してまいります。

気仙沼横断橋・大島架橋の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　少しローカルな話になりますけれども、先ほども気仙沼のお話を
させていただきましたが、先日、気仙沼で集まりがあった際に、市
街地の対岸にあります大島、地震の際に火災にも遭った島でござい
ますけれども、船で伺いました。現地では陸と直結できる大島架橋
の工事が進んでおります。お手元に資料４として配付をさせていた
だいておりますけれども、島民の皆様は陸とつながるということで
大変大きな期待を持っていらっしゃいます。
　現地ではこうして中央のアーチ部の架設が終わるなど工事は順調
に進んでおりますけれども、島民の皆さんは、大島架橋でつながる
この先の三陸沿岸道路、この整備も心配されています。特に、気仙

津波防潮堤の進捗状況について
足立敏之委員：次に、津波防潮堤について伺います。
　津波の防潮堤につきましては、今日は山田水管理・国土保全局長が御出席でございますが、私は、その四代前
の局長として直接担当させていただきました。本日出席の国土交通省の、先ほど答弁をした五道技術審議官も当
時は海岸室長として一緒に頑張っていただきました。どうもありがとうございました。
　当時は、堤防の高さの問題が論点に
なってございました。高さにつきまして
は、数十年から百数十年に１回起こるよ
うな比較的頻繁に発生する津波の高さ、
いわゆるL1対応と、五百年から千年に
１回起こるような最大クラスの津波の高
さ、L2対応の二つの考え方があります。
構造物としてはL1対応で設計すること
とし、それを超える規模の津波に対しま
しては多重防御の考え方でハード、ソフ
ト両面の施策を総動員して守る、そうい
う考え方としております。
　しかし、現地では、時間の経過ととも
に、計画の対象となる背後地の皆さんが
移転してしまったようなケースや、守るべき施設がなくなっている地域などが生まれており、人命を守らないな
ら堤防の高さをL1よりも下げるべきだというような意見もございまして、一部の地域で対立を生じました。
　こうしたことを受けまして、海岸管理者が地元の皆さんに丁寧に説明を行い、場合によっては計画の見直しを
行うなど、努力を重ねてかなり理解が進んできたんではないかというふうに思います。
　お手元に資料２、３を配付してございますけれども、そこの写真に示すとおり、被災した海岸の復旧も着実に
進んでおります。
　津波防潮堤の復旧復興の進捗状況について伺いたいと思います。また、私も被災直後に現地を訪れて御縁もご
ざいます気仙沼市の大谷海岸の復旧復興状況について特に御説明をお願いをいたします。

山田国土交通省水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　東日本大震災の被災地におけます防潮堤の整備の進捗につきましては、平成29
年の１月末時点で、全海岸の85％、これが着工済みでございまして、28％は既に
完成をしているところでございます。また、全海岸の99％で既に地元調整済みで
ございまして、被災六県からは平成32年度をめどに全ての海岸で防潮堤の完成を
目指すと聞いております。このように、防潮堤の整備は着実に進展しているものと
考えているところでございます。
　また、議員お尋ねの宮城県の気仙沼市大谷海岸、ここでは地元の住民の方々の要
望を踏まえまして県や市が住民説明会等を開催するとともに、県、市、それから国

等で防潮堤や大谷海岸周辺の町づくりの計画について検討や調整を進めてまいりました。その結果、地元の意向
に沿いまして、防潮堤をより陸側に引いて砂浜を30メートルから60メートル確保するとともに、防潮堤を兼ね
ました国道とその背後を一体的にかさ上げをして、そして当該地区を観光や災害対応の拠点として位置付け、昨
年７月末にまとめられました防潮堤と町づくりの計画に基づきまして、現在県において詳細な設計等を進めて
いると聞いております。
　海岸管理者である県などが地元に対して丁寧に対応していただいた結果、防潮堤の復旧が目に見える形で進ん
できていると考えているところでございますけれども、国土交通省といたしましても引き続き県などに対し最大
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沼の湾の奥を横断する横断橋という
大規模な橋がございます。その整備
が順調に進むのか、心配の声を聞き
ます。気仙沼湾奥の横断橋の整備の
見通しと関連する大島架橋の進捗状
況、そして今後の見通しについて伺
います。

石川局長：お答えいたします。
　東日本大震災の発災により、宮
城県気仙沼市におきましては、市
街地全域において津波による甚大
な被災があったとともに、離島で
ある大島が海上交通の途絶により

孤立状態になったところでございます。気仙沼
の復興に向けて委員から御指摘がございました
気仙沼横断橋、大島架橋につきましては地元か
ら早期整備の御要望をいただいているところで
ございます。
　気仙沼横断橋につきましては、三陸沿岸道路
の一部として気仙沼湾を横断する斜張橋を含む
長さ1.3キロの橋梁でございまして、斜張橋につ
きましては、国において下部工工事を推進する
とともに、上部工につきまして現在契約手続を
実施しているところでございます。
　大島架橋事業につきましては、気仙沼市街地

と大島を結ぶ約400メートルの橋梁を含む架橋事業でございます。先日架設が完了いたしまして、現在宮城県に
おきまして平成30年度開通に向け事業を進めていると聞いております。
　今後とも、気仙沼を始めとする被災地域の復興の支援に向け、関係自治体と連携しながら道路ネットワーク
の強化に引き続き取り組んでまいります。

福島第一原発の凍土壁について
足立敏之委員：できるだけ早期に供用できるよう
にお願いをしたいと思います。
　次に、福島の復旧復興についてお伺いをいたし
ます。
　今村大臣の所信演説でも、インフラ、生活環境
の整備の進展に伴い、順次避難指示が解除されて
おり、この春までに帰還困難区域を除くほとんど
の地域で避難指示が解除される見込みとのことで
すが、いまだに多くの避難者が不自由な生活を余
儀なくされている実情もございます。福島の復興
再生を加速するためには、除染や中間貯蔵施設の
整備の促進、さらには福島の第一原発の汚染水対策の推進が必要というふうに考えます。

　まず、福島原発で地下水の
流入対策として用いている凍
土壁について伺いたいと思い
ます。
　この凍土壁については疑問
を呈する声もありましたけれ
ども、私自身も土木の技術屋
として経験をしておりますけ
れども、あのような狭い場所
で、かつ地下埋設物の多いと
ころでしっかりと水を止める
という工法としては最も優れ
た方法であるというふうに私
自身考えておりました。
　お手元に資料を配付してご
ざいますけれども、資料の７
でございますけれども、凍土
壁の効果を示した図でございます。紫色のところはしっかり凍結しているところ、それから赤や黄色などのと
ころは地下水の調整の観点であらかじめ凍結を見合わせている、空けてあるブロックであります。凍土壁がしっ
かり凍結している状況は、これを見ても明らかだというふうに思います。
　もう一枚、資料８のグラフでございますけれども、これは降雨と地下水くみ上げ量のデータでございます。
くみ上げ量が次第に減少しているということは、凍土壁の効果が現れている証だというふうに思います。しかし、
報道を見ますと、なかなか固まらなくて役に立っていないとか、そういうような報道もございました。実際の
ところはどうなんでしょうか。福島第一原発の汚染水の処理対策、特に凍土壁の現状と、今後の見通しについ
て伺います。

小澤経産省政策統括調整官：お答えいたします。
　先生御指摘の凍土壁につきましては、これは汚染源に水を近づけないための予防
的かつ重層的な対策の一つとして実施しているものでございます。具体的には、お
示しいただいた資料にもございますように、福島第一原子力発電所の１から４号機
までの原子炉建屋の周りを凍結管で狭い範囲で囲みまして、土壌を凍結して地下水
の流入を抑制するというものでございます。
　海側と陸側がございますけれども、まず海側につきましては、昨年10月に凍結
を完了いたしました。護岸からの地下水のくみ上げ量、これも先生にお示しいただ
きました資料にもございますが、このくみ上げ量が凍結開始前の日量約400トンか

ら約３分の１、120トン程度まで減少するなど、遮水効果が現れているものというように認識しております。
　また、山側につきましては、現在、約99％まで凍結が進展しております。壁の内外の水位差、これが拡大し
まして、遮水効果が現れ始めている状況でございます。さらに、これまで未凍結としていました７か所のうち、
先月までに６か所の凍結が開始されております。残りの一か所につきましても、原子力規制委員会において確認
をいただきながら、凍結に向けて判断をして、凍結を進めていくということになろうかというように考えており
ます。
　今後とも、山側の凍結完了に向けまして、早期に原子力規制委員会からの認可を取得いたしまして、安全かつ
着実に作業を進められるよう、引き続き東京電力と協力し、そして指導しながら進めてまいりたいと考えており
ます。

中間貯蔵施設用地の進捗状況について
足立敏之委員：凍土壁が一定の効果を収めて
いるということであれば、早期に全面的な凍
結を進めて、地下水の進入を阻止することが
大事だというふうに思います。
　汚染水の増加が抑制できるように、早急に
作業を進めていただきたいというふうにお願
いを申し上げます。
　次に、中間貯蔵施設です。この施設につい
ては、やはり報道では、なかなか用地の取得
が進まず、事業が大きく後れを取っていると
いうようなことがあります。しかし、一方で、
環境省を始めとする皆様の御努力によりまし
てかなり進展があったとも聞いております。
お手元の資料５、６でございますけれども、
用地の取得についてもかなり伸びているというふうに伺いました。
　中間貯蔵施設の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

小川環境省審議官：お答えいたします。
　福島県内の除染作業で生じた除去土壌等を保管する中間貯蔵施設でございますけ
れども、まず、施設の整備に必要な用地について、３月末時点で774件、約376ヘ
クタールについて契約に至るなど着実に進捗してきております。また、昨年11月
に土壌貯蔵施設などの本格施設を着工し、整備を進めております。今年度は、さらに、
用地担当の職員を増員して用地取得に全力を挙げるとともに、必要な施設整備を進
めてまいります。
　次に、除染土壌等の輸送につきましてですが、昨年度までに約23万立方メート
ルの搬入を完了しております。今年度は50万立方メートル程度の除染土壌等を輸

送する方針でございます。
　今後とも、中間貯蔵施設に係る当面５年間の見通しに沿って、中間貯蔵施設事業に全力で取り組んでまいりま
す。

建設産業へのエールを含め復旧復興へのご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　今後、運搬に伴う問題などいろいろ課題もあろうかと思いますが、引き
続きしっかり進捗に努めていただきたいというふうに思います。
　最後の質問に移らせていただきます。
　今日いろいろ伺いましたけれども、報道で伺っているのと少し違うよう
なところもあったというふうに思います。かなり全体的には進捗している
ような感触を得ました。また、これからもしっかり進んでいける、そうい
う感触も得たところであります。
　今後の東日本大震災からの復旧復興に向けて、改めて今村大臣の御決意
を伺い、できましたら、先ほど申しました建設、頑張っている建設産業へ
のエールも含めてお言葉をいただいて、質問を終わりたいと思います。

今村復興大臣：東日本の被災、まさに未曽有、そしてまた未経験の大変な災害
だったわけであります。そういう中で、本当に建設関連業界の方々には、大変
な困難の中で日夜を分かたぬ努力をしていただいたわけであります。おかげさ
まで、生活インフラはほぼでき上がりました。あとは、やはり復興道路であり
ますとか防潮堤でありますとか、まさに地域をこれから復興再生していく大き
なこれは牽引力として更に充実をしなければいけないわけであります。
　そして、今回の経験は、ある意味では、これから日本がいろんな形で、いろ
んな大災害等々予想されるわけでありますが、是非そういったものにも備えて、
今回得られた経験あるいは知見、そういったものをまたしっかりと記憶にとい
いますか、体験を積んでいただいて、今後のそういった大災害にもしっかりと
対応できるような努力を是非していっていただきたいし、我々政府としてもそ
ういった取組に対してしっかりと応援をしてまいります。

　改めてでありますが、こういったことで頑張っていただいた方に心から敬意を表し、感謝申し上げる次第であ
ります。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　今日、私が質問した様々なプロジェクトは、みんな建設産業が担っているところでございます。建設産業の活
躍なくして東北の復興なし、そういうふうに私は思っておりまして、その点につきましても皆様にしっかり御理
解いただければ有り難いというふうに思います。
　以上で質問を終わります。ありがとうございました。

熊本地震関係編
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櫻井 充東日本大震災復興特別委員長：ただ
いまから東日本大震災復興特別委員会を開会
いたします。
　東日本大震災復興の総合的対策に関する調
査を議題とし、東日本大震災復興の基本施策
に関する件について質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。

熊本地震の復旧復興について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でござ
います。
　私は、国土交通省で長らく勤務をしてまい
りまして、防災対策や治水対策を担当し、東日本大震災の復旧復興にも、水管理・国土保全局長、そして技監と
して携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせていただきたいと思います。
　まずは、昨年の４月14日、まさにちょうど１年前の今日、熊本地震の前震とも言われる一つ目の震度７の大き
な地震が発生をいたしました。２日後の16日には本震と言われる二つ目の震度７の地震が発生し、この二つの地
震などによりまして熊本県を中心に大変大きな被害をもたらしました。亡くなられた皆様に衷心より哀悼の意を
表しますとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。これからも被災地に寄り添って、早
期の復旧復興に努めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
　私は、発災の二週間後の４月29日、熊本市と益城町に伺いまして被災地を調査をさせていただきました。古い
立派な住宅がとても大きな被害を受けていた、そのことに心を痛めました。また、９月８日には阿蘇大橋など阿

蘇地方の被災地にも伺いま
した。資料としてお配りを
しました、私が撮影した写
真に示すとおりの状況でご
ざいました。大規模な地震
の巨大なエネルギーに恐怖
感を感じるほどでございま
した。私としても、被災地
の一日も早い復旧復興を
願っております。
　さて、熊本地震から１年
になりますが、現在までの
復旧復興状況について伺い
たいと思います。また、５
年前に発生した東日本大震
災などの経験や教訓が熊本
の震災対応にどう生きたの
かも併せてお伺いをいたし
ます。

会議録第193回 通常国会　参議院東日本大震災復興特別委員会

伊丹内閣府大臣官房審議官：お答えいたします。
　政府といたしましては、熊本地震発災後、速やかに激甚災害の指定を行ったほか、
これまでに三次にわたる補正予算等を通じた財政支援措置等を講じておりまして、
これらをフルに活用して復旧復興を後押ししてきたところでございます。
　具体的には、4,303戸の応急仮設住宅の全戸完成を始めとする住まいの確保、崩
落した阿蘇大橋の橋梁の本体工事の契約を行ったほか、県道熊本高森線の俵山トン
ネルと旧道を活用した東西方向の通行の確保を始めとするインフラの復旧など、被
災自治体と一体となって取り組んでおりまして、復旧復興は着実に進んでいる状況
でございます。
　また、熊本地震の際には、東日本大震災等の経験や教訓を生かし、自治体の要請

を待たず必要な物資等を緊急に供給するプッシュ型支援を初めて実施したほか、NPOと行政との連携が重要で
あることから、熊本地震・支援団体火の国会議を設立し、国、自治体及びNPOの情報共有、活動調整を行うな
どの取組を行ったところであります。さらに、熊本地震でも全国の自治体等から応援派遣を受けた経験、教訓を
踏まえ、先月末には自治体における災害時の受援体制に関するガイドラインを策定したところであります。
　今後とも、将来の災害に備え、貴重な経験や教訓を基に災害対策の不断の改善を行ってまいりたいと考えてお
ります。

熊本の災害復旧工事の不調不落対策について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。様々な教訓、経験が後世に生きるようにしていただきたい。内
閣府の防災担当はその大事な担い手だというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
　ところで、熊本の震災におきましては、自衛隊や警察、消防の皆さんも全力で頑張っていただきましたが、地
域の建設業の皆さんが、測量設計業やコンサルタントも含めまして、しっかり頑張って応急対応が行われ、復旧
復興の道筋が付けられたというふうに考えております。
　建設産業の皆さんは、そこに住んで守るという大事な災害時の地域の守り手としての役割も担っております。
建設産業の皆さんが、場合によっては被災者となっているにもかかわらず、真っ先に現場に駆け付け、被災状況
の緊急調査や被災者の支援、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確保など、様々な緊急対応やその後の復旧復興
の担い手として大切な役割を果たしています。私の知っている測量会社の社長さんは、会社が被災してしまった
にもかかわらず、協会の会議室に寝泊まりして応急対応の仕事に頑張ってくださいました。建設産業の皆さん
の頑張りに心から敬意を表しますとともに、感謝を申し上げます。
　しかし、その一方で、熊本の災害復旧工事では不調不落が増加しているというふうに聞きます。需給のミスマッ
チが起こっているようであります。東日本大震災の際には、不調不落対策を徹底するため、国土交通大臣が出席
されまして復興加速化会議を開催し、対応
をいたしました。私も当時技監でありまし
たが、平成25年10月にこの会議に参加を
いたしました。予定価格の適正な設定に寄
与する復興係数の導入、復興歩掛かりなど、
様々な対策を講じて一定の効果を上げて
きたというふうに思っております。
　東日本大震災のこの貴重な経験を踏まえ
まして、熊本では、災害復旧工事の不調不
落問題に、特に発注者サイドの予定価格の
適正な設定を始め、どのような対策を講じ
ているのか、伺います。

大鹿復興庁統括官付審議官：お答え申し上げます。
　今般取りまとめられましたこの会計検査院の報告書におきましては、５年間の集
中復興期間における予算の執行状況といたしまして、累計の支出済額が約27.6兆円、
このほかに平成28年度への繰越額が約1.4兆円、それから平成27年度の不用額とし
まして0.5兆円、それから５年間の累計の不用額としまして約4.5兆円、それから支
出済歳出額のうち地方公共団体の基金等に約３兆円が積み残されていると、こう
いったデータが示されております。
　これを踏まえまして、未使用額、繰越しとか不用等を含めていると認識しており
ますが、未使用額が約５兆円、ないしは累計の不用額を用いまして約９兆円といっ
た新聞報道等がなされているというふうに承知をしております。
　この背景でございますけれども、未曽有の大災害でありましたこの東日本大震災からの復旧復興には多くの困
難あるいは長期の取組といったものが伴うわけでありますけれども、予算編成におきましては、一日も早い復興
に向け、十分な予算額を毎年度確保してまいりました。
　一方、大震災からのこの復旧復興事業の特性といたしまして、用地取得や地元調整等に時間を要し、結果とし
て繰越しや不用を生じるケースが間々ありました。
　また、東日本大震災の場合におきましては、被災自治体の事務負担あるいは予算不足に対する不安感といった
ものに考慮しまして、複数年度にわたる事業につきましては特例的に基金制度を多く用いまして事業に係る資金
をあらかじめ前倒しをするといった手法を用いてまいりました。
　こうした要因から、比較的多額の繰越し、不用のほかに、被災自治体における基金の残といったものが発生し
ているというふうに認識しております。
　復興庁といたしましては、こうした繰越し、不用等の発生をもちまして、事業が行われていない、あるいは進
んでいないといった誤解を特に地元におきまして招くことのないように、広く復興の進捗状況を周知してまいり
ますとともに、会計検査院の各般にわたる御指摘も踏まえまして、今後とも復興予算の適切な計上、執行に努め
てまいりたいというふうに考えております。

五道国土交通省技術審議官：お答えいたします。
　東日本大震災の復旧復興工事の実施に当たっては、入札の不調、不落や生コンの
不足が大きな課題となったため、国土交通省では復興加速化会議等において、被災
地の実態に応じて予定価格の割増しを行う復興歩掛かりや復興係数の導入、実勢を
踏まえた公共工事設計労務単価の引上げ、国、地方公共団体等の発注見通しの統合、
生コンプラントの増設などの対策を講じたところです。その結果、直轄工事では、
ピーク時には約72％あった不調、不落の割合が、先月３月には約11％にまで低下し
たところです。
　熊本地震の対応に当たっては、東日本大震災の対応を踏まえ、復旧工事が本格化
する前の昨年の７月に資材や労働者が不足し遠方からの調達が必要となる場合には

必要経費を適正に支払うよう通知したところでございます。
　また、昨年秋以降、不調、不落の割合が上昇してきたことなどから、関係者間において情報共有や対応策を検
討を行うため、昨年11月に国、県、市町村、建設産業団体等により構成する熊本地震等復旧・復興工事情報連絡
会議の設置、今年の１月より国、地方公共団体等の発注見通しの統合、２月に復興歩掛かり、復興係数の導入、
３月には公共工事設計労務単価の引上げなどを実施したところでございます。
　国土交通省といたしましては、引き続き、現場の状況をきめ細かく注視し、機動的に対策を講じることにより
被災地の復旧復興が一日も早く進むよう取り組んでまいります。

東日本大震災の復興予算の執行状況について
足立敏之委員：重ねて申し上げますが、不調不落対策としては、発注者サイド、特に市町村などの自治体の予定
価格の適正な設定というのが不可欠だというふうに思います。今後とも、引き続きしっかり対策を講じていただ
きたいというふうに思います。
　次に、東日本大震災の復旧復興についてお伺いをいたします。
　東日本大震災については、安倍内閣における最重要課題の一つとして政府を挙げて復旧復興に取り組んできた
結果、道路や海岸堤防などの基幹インフラの整備につきましてはかなり順調に進んできているというふうに思い
ます。今村大臣の所信演説でも、地震・津波被災地域では、生活に密着したインフラの復旧はほぼ終了し、住ま
いの再建も一歩ずつ着実に進展しておりますとの御
見解でございました。
　しかし、一般的に申しまして、現地からの悪い話
は小さなものでも伝わってまいりますけれども、良
い話はなかなか伝わってこない、それが実情でござ
います。このため、大多数の皆さんも、伝わってく
る悪い話に大変心配されているのではないかという
ふうに思います。本日は、そうした点に目を向けて、
順次質問をさせていただきたいと思います。
　まず、東日本大震災の復興予算につきまして、平
成21年度から25年度の予算に未使用が多いという指
摘を会計検査院がしています。一昨日の報道でも流
れておりました。本当にそんなに不用がたくさん出
て問題となるような状況なのか、復興庁の見解を伺
います。

限の支援を行ってまいりたいと考えているところ
でございます。

復興道路等の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　櫻井委員長にも当時御指導いただきましたけれ
ども、当時担当していた者としても、何とか責任
を果たせたのかなというふうに思っておりまし
て、柔軟な対応をしていただきまして心から感謝
を申し上げたいというふうに思います。
　次に、被災地の早期復興につながり、被災地の
経済発展の基盤ともなる道路整備について伺いた
いと思います。　私も、常磐自動車道が全線開通した後、一度自分の車で運転して被災地の中を走ってみました。
やはり道路がつながるということは大事なことなんだなというふうに、そのとき改めて強く感じました。地域の
期待を集めている復興道路、復興支援道路の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

石川国土交通省道路局長：お答えいたします。
　復興道路、復興支援道路は、平成23年７月29日に決定されました東日本大震災
からの復興の基本方針に位置付けられた道路でございまして、復興を支援する重要
な道路ネットワークでございます。これらの道路につきましては、早期にネットワー
クとしてつなげることにより、地元から期待される効果を発揮できるよう、地元の
御協力の下、異例のスピードで事業が進められているところでございます。
　復興道路、復興支援道路につきましては、国土交通省が中心となって整備してい
る路線、全長約550キロございますが、このうち約五割に当たります268キロメー
トルが開通いたしました。最近では、縦軸の三陸沿岸道路の南三陸道路約３キロが

今年の３月20日に、そして横断軸の一つでございます相馬福島道路の阿武隈東道路約11キロにつきましては３
月26日に、それぞれ開通したところでございます。また、この開通済み延長に開通予定を公表済みの区間を合
わせますと合計で503キロとなり、全体の約９割になります。
　引き続き、復興・創生期間内の平成32年度までの全線開通を目指し、地域の皆様の御協力をいただきながら
事業を推進してまいります。

気仙沼横断橋・大島架橋の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　少しローカルな話になりますけれども、先ほども気仙沼のお話を
させていただきましたが、先日、気仙沼で集まりがあった際に、市
街地の対岸にあります大島、地震の際に火災にも遭った島でござい
ますけれども、船で伺いました。現地では陸と直結できる大島架橋
の工事が進んでおります。お手元に資料４として配付をさせていた
だいておりますけれども、島民の皆様は陸とつながるということで
大変大きな期待を持っていらっしゃいます。
　現地ではこうして中央のアーチ部の架設が終わるなど工事は順調
に進んでおりますけれども、島民の皆さんは、大島架橋でつながる
この先の三陸沿岸道路、この整備も心配されています。特に、気仙

津波防潮堤の進捗状況について
足立敏之委員：次に、津波防潮堤について伺います。
　津波の防潮堤につきましては、今日は山田水管理・国土保全局長が御出席でございますが、私は、その四代前
の局長として直接担当させていただきました。本日出席の国土交通省の、先ほど答弁をした五道技術審議官も当
時は海岸室長として一緒に頑張っていただきました。どうもありがとうございました。
　当時は、堤防の高さの問題が論点に
なってございました。高さにつきまして
は、数十年から百数十年に１回起こるよ
うな比較的頻繁に発生する津波の高さ、
いわゆるL1対応と、五百年から千年に
１回起こるような最大クラスの津波の高
さ、L2対応の二つの考え方があります。
構造物としてはL1対応で設計すること
とし、それを超える規模の津波に対しま
しては多重防御の考え方でハード、ソフ
ト両面の施策を総動員して守る、そうい
う考え方としております。
　しかし、現地では、時間の経過ととも
に、計画の対象となる背後地の皆さんが
移転してしまったようなケースや、守るべき施設がなくなっている地域などが生まれており、人命を守らないな
ら堤防の高さをL1よりも下げるべきだというような意見もございまして、一部の地域で対立を生じました。
　こうしたことを受けまして、海岸管理者が地元の皆さんに丁寧に説明を行い、場合によっては計画の見直しを
行うなど、努力を重ねてかなり理解が進んできたんではないかというふうに思います。
　お手元に資料２、３を配付してございますけれども、そこの写真に示すとおり、被災した海岸の復旧も着実に
進んでおります。
　津波防潮堤の復旧復興の進捗状況について伺いたいと思います。また、私も被災直後に現地を訪れて御縁もご
ざいます気仙沼市の大谷海岸の復旧復興状況について特に御説明をお願いをいたします。

山田国土交通省水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　東日本大震災の被災地におけます防潮堤の整備の進捗につきましては、平成29
年の１月末時点で、全海岸の85％、これが着工済みでございまして、28％は既に
完成をしているところでございます。また、全海岸の99％で既に地元調整済みで
ございまして、被災六県からは平成32年度をめどに全ての海岸で防潮堤の完成を
目指すと聞いております。このように、防潮堤の整備は着実に進展しているものと
考えているところでございます。
　また、議員お尋ねの宮城県の気仙沼市大谷海岸、ここでは地元の住民の方々の要
望を踏まえまして県や市が住民説明会等を開催するとともに、県、市、それから国

等で防潮堤や大谷海岸周辺の町づくりの計画について検討や調整を進めてまいりました。その結果、地元の意向
に沿いまして、防潮堤をより陸側に引いて砂浜を30メートルから60メートル確保するとともに、防潮堤を兼ね
ました国道とその背後を一体的にかさ上げをして、そして当該地区を観光や災害対応の拠点として位置付け、昨
年７月末にまとめられました防潮堤と町づくりの計画に基づきまして、現在県において詳細な設計等を進めて
いると聞いております。
　海岸管理者である県などが地元に対して丁寧に対応していただいた結果、防潮堤の復旧が目に見える形で進ん
できていると考えているところでございますけれども、国土交通省といたしましても引き続き県などに対し最大
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沼の湾の奥を横断する横断橋という
大規模な橋がございます。その整備
が順調に進むのか、心配の声を聞き
ます。気仙沼湾奥の横断橋の整備の
見通しと関連する大島架橋の進捗状
況、そして今後の見通しについて伺
います。

石川局長：お答えいたします。
　東日本大震災の発災により、宮
城県気仙沼市におきましては、市
街地全域において津波による甚大
な被災があったとともに、離島で
ある大島が海上交通の途絶により

孤立状態になったところでございます。気仙沼
の復興に向けて委員から御指摘がございました
気仙沼横断橋、大島架橋につきましては地元か
ら早期整備の御要望をいただいているところで
ございます。
　気仙沼横断橋につきましては、三陸沿岸道路
の一部として気仙沼湾を横断する斜張橋を含む
長さ1.3キロの橋梁でございまして、斜張橋につ
きましては、国において下部工工事を推進する
とともに、上部工につきまして現在契約手続を
実施しているところでございます。
　大島架橋事業につきましては、気仙沼市街地

と大島を結ぶ約400メートルの橋梁を含む架橋事業でございます。先日架設が完了いたしまして、現在宮城県に
おきまして平成30年度開通に向け事業を進めていると聞いております。
　今後とも、気仙沼を始めとする被災地域の復興の支援に向け、関係自治体と連携しながら道路ネットワーク
の強化に引き続き取り組んでまいります。

福島第一原発の凍土壁について
足立敏之委員：できるだけ早期に供用できるよう
にお願いをしたいと思います。
　次に、福島の復旧復興についてお伺いをいたし
ます。
　今村大臣の所信演説でも、インフラ、生活環境
の整備の進展に伴い、順次避難指示が解除されて
おり、この春までに帰還困難区域を除くほとんど
の地域で避難指示が解除される見込みとのことで
すが、いまだに多くの避難者が不自由な生活を余
儀なくされている実情もございます。福島の復興
再生を加速するためには、除染や中間貯蔵施設の
整備の促進、さらには福島の第一原発の汚染水対策の推進が必要というふうに考えます。

　まず、福島原発で地下水の
流入対策として用いている凍
土壁について伺いたいと思い
ます。
　この凍土壁については疑問
を呈する声もありましたけれ
ども、私自身も土木の技術屋
として経験をしておりますけ
れども、あのような狭い場所
で、かつ地下埋設物の多いと
ころでしっかりと水を止める
という工法としては最も優れ
た方法であるというふうに私
自身考えておりました。
　お手元に資料を配付してご
ざいますけれども、資料の７
でございますけれども、凍土
壁の効果を示した図でございます。紫色のところはしっかり凍結しているところ、それから赤や黄色などのと
ころは地下水の調整の観点であらかじめ凍結を見合わせている、空けてあるブロックであります。凍土壁がしっ
かり凍結している状況は、これを見ても明らかだというふうに思います。
　もう一枚、資料８のグラフでございますけれども、これは降雨と地下水くみ上げ量のデータでございます。
くみ上げ量が次第に減少しているということは、凍土壁の効果が現れている証だというふうに思います。しかし、
報道を見ますと、なかなか固まらなくて役に立っていないとか、そういうような報道もございました。実際の
ところはどうなんでしょうか。福島第一原発の汚染水の処理対策、特に凍土壁の現状と、今後の見通しについ
て伺います。

小澤経産省政策統括調整官：お答えいたします。
　先生御指摘の凍土壁につきましては、これは汚染源に水を近づけないための予防
的かつ重層的な対策の一つとして実施しているものでございます。具体的には、お
示しいただいた資料にもございますように、福島第一原子力発電所の１から４号機
までの原子炉建屋の周りを凍結管で狭い範囲で囲みまして、土壌を凍結して地下水
の流入を抑制するというものでございます。
　海側と陸側がございますけれども、まず海側につきましては、昨年10月に凍結
を完了いたしました。護岸からの地下水のくみ上げ量、これも先生にお示しいただ
きました資料にもございますが、このくみ上げ量が凍結開始前の日量約400トンか

ら約３分の１、120トン程度まで減少するなど、遮水効果が現れているものというように認識しております。
　また、山側につきましては、現在、約99％まで凍結が進展しております。壁の内外の水位差、これが拡大し
まして、遮水効果が現れ始めている状況でございます。さらに、これまで未凍結としていました７か所のうち、
先月までに６か所の凍結が開始されております。残りの一か所につきましても、原子力規制委員会において確認
をいただきながら、凍結に向けて判断をして、凍結を進めていくということになろうかというように考えており
ます。
　今後とも、山側の凍結完了に向けまして、早期に原子力規制委員会からの認可を取得いたしまして、安全かつ
着実に作業を進められるよう、引き続き東京電力と協力し、そして指導しながら進めてまいりたいと考えており
ます。

中間貯蔵施設用地の進捗状況について
足立敏之委員：凍土壁が一定の効果を収めて
いるということであれば、早期に全面的な凍
結を進めて、地下水の進入を阻止することが
大事だというふうに思います。
　汚染水の増加が抑制できるように、早急に
作業を進めていただきたいというふうにお願
いを申し上げます。
　次に、中間貯蔵施設です。この施設につい
ては、やはり報道では、なかなか用地の取得
が進まず、事業が大きく後れを取っていると
いうようなことがあります。しかし、一方で、
環境省を始めとする皆様の御努力によりまし
てかなり進展があったとも聞いております。
お手元の資料５、６でございますけれども、
用地の取得についてもかなり伸びているというふうに伺いました。
　中間貯蔵施設の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

小川環境省審議官：お答えいたします。
　福島県内の除染作業で生じた除去土壌等を保管する中間貯蔵施設でございますけ
れども、まず、施設の整備に必要な用地について、３月末時点で774件、約376ヘ
クタールについて契約に至るなど着実に進捗してきております。また、昨年11月
に土壌貯蔵施設などの本格施設を着工し、整備を進めております。今年度は、さらに、
用地担当の職員を増員して用地取得に全力を挙げるとともに、必要な施設整備を進
めてまいります。
　次に、除染土壌等の輸送につきましてですが、昨年度までに約23万立方メート
ルの搬入を完了しております。今年度は50万立方メートル程度の除染土壌等を輸

送する方針でございます。
　今後とも、中間貯蔵施設に係る当面５年間の見通しに沿って、中間貯蔵施設事業に全力で取り組んでまいりま
す。

建設産業へのエールを含め復旧復興へのご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　今後、運搬に伴う問題などいろいろ課題もあろうかと思いますが、引き
続きしっかり進捗に努めていただきたいというふうに思います。
　最後の質問に移らせていただきます。
　今日いろいろ伺いましたけれども、報道で伺っているのと少し違うよう
なところもあったというふうに思います。かなり全体的には進捗している
ような感触を得ました。また、これからもしっかり進んでいける、そうい
う感触も得たところであります。
　今後の東日本大震災からの復旧復興に向けて、改めて今村大臣の御決意
を伺い、できましたら、先ほど申しました建設、頑張っている建設産業へ
のエールも含めてお言葉をいただいて、質問を終わりたいと思います。

今村復興大臣：東日本の被災、まさに未曽有、そしてまた未経験の大変な災害
だったわけであります。そういう中で、本当に建設関連業界の方々には、大変
な困難の中で日夜を分かたぬ努力をしていただいたわけであります。おかげさ
まで、生活インフラはほぼでき上がりました。あとは、やはり復興道路であり
ますとか防潮堤でありますとか、まさに地域をこれから復興再生していく大き
なこれは牽引力として更に充実をしなければいけないわけであります。
　そして、今回の経験は、ある意味では、これから日本がいろんな形で、いろ
んな大災害等々予想されるわけでありますが、是非そういったものにも備えて、
今回得られた経験あるいは知見、そういったものをまたしっかりと記憶にとい
いますか、体験を積んでいただいて、今後のそういった大災害にもしっかりと
対応できるような努力を是非していっていただきたいし、我々政府としてもそ
ういった取組に対してしっかりと応援をしてまいります。

　改めてでありますが、こういったことで頑張っていただいた方に心から敬意を表し、感謝申し上げる次第であ
ります。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　今日、私が質問した様々なプロジェクトは、みんな建設産業が担っているところでございます。建設産業の活
躍なくして東北の復興なし、そういうふうに私は思っておりまして、その点につきましても皆様にしっかり御理
解いただければ有り難いというふうに思います。
　以上で質問を終わります。ありがとうございました。



櫻井 充東日本大震災復興特別委員長：ただ
いまから東日本大震災復興特別委員会を開会
いたします。
　東日本大震災復興の総合的対策に関する調
査を議題とし、東日本大震災復興の基本施策
に関する件について質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。

熊本地震の復旧復興について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でござ
います。
　私は、国土交通省で長らく勤務をしてまい
りまして、防災対策や治水対策を担当し、東日本大震災の復旧復興にも、水管理・国土保全局長、そして技監と
して携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせていただきたいと思います。
　まずは、昨年の４月14日、まさにちょうど１年前の今日、熊本地震の前震とも言われる一つ目の震度７の大き
な地震が発生をいたしました。２日後の16日には本震と言われる二つ目の震度７の地震が発生し、この二つの地
震などによりまして熊本県を中心に大変大きな被害をもたらしました。亡くなられた皆様に衷心より哀悼の意を
表しますとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。これからも被災地に寄り添って、早
期の復旧復興に努めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
　私は、発災の二週間後の４月29日、熊本市と益城町に伺いまして被災地を調査をさせていただきました。古い
立派な住宅がとても大きな被害を受けていた、そのことに心を痛めました。また、９月８日には阿蘇大橋など阿

蘇地方の被災地にも伺いま
した。資料としてお配りを
しました、私が撮影した写
真に示すとおりの状況でご
ざいました。大規模な地震
の巨大なエネルギーに恐怖
感を感じるほどでございま
した。私としても、被災地
の一日も早い復旧復興を
願っております。
　さて、熊本地震から１年
になりますが、現在までの
復旧復興状況について伺い
たいと思います。また、５
年前に発生した東日本大震
災などの経験や教訓が熊本
の震災対応にどう生きたの
かも併せてお伺いをいたし
ます。

伊丹内閣府大臣官房審議官：お答えいたします。
　政府といたしましては、熊本地震発災後、速やかに激甚災害の指定を行ったほか、
これまでに三次にわたる補正予算等を通じた財政支援措置等を講じておりまして、
これらをフルに活用して復旧復興を後押ししてきたところでございます。
　具体的には、4,303戸の応急仮設住宅の全戸完成を始めとする住まいの確保、崩
落した阿蘇大橋の橋梁の本体工事の契約を行ったほか、県道熊本高森線の俵山トン
ネルと旧道を活用した東西方向の通行の確保を始めとするインフラの復旧など、被
災自治体と一体となって取り組んでおりまして、復旧復興は着実に進んでいる状況
でございます。
　また、熊本地震の際には、東日本大震災等の経験や教訓を生かし、自治体の要請

を待たず必要な物資等を緊急に供給するプッシュ型支援を初めて実施したほか、NPOと行政との連携が重要で
あることから、熊本地震・支援団体火の国会議を設立し、国、自治体及びNPOの情報共有、活動調整を行うな
どの取組を行ったところであります。さらに、熊本地震でも全国の自治体等から応援派遣を受けた経験、教訓を
踏まえ、先月末には自治体における災害時の受援体制に関するガイドラインを策定したところであります。
　今後とも、将来の災害に備え、貴重な経験や教訓を基に災害対策の不断の改善を行ってまいりたいと考えてお
ります。

熊本の災害復旧工事の不調不落対策について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。様々な教訓、経験が後世に生きるようにしていただきたい。内
閣府の防災担当はその大事な担い手だというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
　ところで、熊本の震災におきましては、自衛隊や警察、消防の皆さんも全力で頑張っていただきましたが、地
域の建設業の皆さんが、測量設計業やコンサルタントも含めまして、しっかり頑張って応急対応が行われ、復旧
復興の道筋が付けられたというふうに考えております。
　建設産業の皆さんは、そこに住んで守るという大事な災害時の地域の守り手としての役割も担っております。
建設産業の皆さんが、場合によっては被災者となっているにもかかわらず、真っ先に現場に駆け付け、被災状況
の緊急調査や被災者の支援、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確保など、様々な緊急対応やその後の復旧復興
の担い手として大切な役割を果たしています。私の知っている測量会社の社長さんは、会社が被災してしまった
にもかかわらず、協会の会議室に寝泊まりして応急対応の仕事に頑張ってくださいました。建設産業の皆さん
の頑張りに心から敬意を表しますとともに、感謝を申し上げます。
　しかし、その一方で、熊本の災害復旧工事では不調不落が増加しているというふうに聞きます。需給のミスマッ
チが起こっているようであります。東日本大震災の際には、不調不落対策を徹底するため、国土交通大臣が出席
されまして復興加速化会議を開催し、対応
をいたしました。私も当時技監でありまし
たが、平成25年10月にこの会議に参加を
いたしました。予定価格の適正な設定に寄
与する復興係数の導入、復興歩掛かりなど、
様々な対策を講じて一定の効果を上げて
きたというふうに思っております。
　東日本大震災のこの貴重な経験を踏まえ
まして、熊本では、災害復旧工事の不調不
落問題に、特に発注者サイドの予定価格の
適正な設定を始め、どのような対策を講じ
ているのか、伺います。

大鹿復興庁統括官付審議官：お答え申し上げます。
　今般取りまとめられましたこの会計検査院の報告書におきましては、５年間の集
中復興期間における予算の執行状況といたしまして、累計の支出済額が約27.6兆円、
このほかに平成28年度への繰越額が約1.4兆円、それから平成27年度の不用額とし
まして0.5兆円、それから５年間の累計の不用額としまして約4.5兆円、それから支
出済歳出額のうち地方公共団体の基金等に約３兆円が積み残されていると、こう
いったデータが示されております。
　これを踏まえまして、未使用額、繰越しとか不用等を含めていると認識しており
ますが、未使用額が約５兆円、ないしは累計の不用額を用いまして約９兆円といっ
た新聞報道等がなされているというふうに承知をしております。
　この背景でございますけれども、未曽有の大災害でありましたこの東日本大震災からの復旧復興には多くの困
難あるいは長期の取組といったものが伴うわけでありますけれども、予算編成におきましては、一日も早い復興
に向け、十分な予算額を毎年度確保してまいりました。
　一方、大震災からのこの復旧復興事業の特性といたしまして、用地取得や地元調整等に時間を要し、結果とし
て繰越しや不用を生じるケースが間々ありました。
　また、東日本大震災の場合におきましては、被災自治体の事務負担あるいは予算不足に対する不安感といった
ものに考慮しまして、複数年度にわたる事業につきましては特例的に基金制度を多く用いまして事業に係る資金
をあらかじめ前倒しをするといった手法を用いてまいりました。
　こうした要因から、比較的多額の繰越し、不用のほかに、被災自治体における基金の残といったものが発生し
ているというふうに認識しております。
　復興庁といたしましては、こうした繰越し、不用等の発生をもちまして、事業が行われていない、あるいは進
んでいないといった誤解を特に地元におきまして招くことのないように、広く復興の進捗状況を周知してまいり
ますとともに、会計検査院の各般にわたる御指摘も踏まえまして、今後とも復興予算の適切な計上、執行に努め
てまいりたいというふうに考えております。

五道国土交通省技術審議官：お答えいたします。
　東日本大震災の復旧復興工事の実施に当たっては、入札の不調、不落や生コンの
不足が大きな課題となったため、国土交通省では復興加速化会議等において、被災
地の実態に応じて予定価格の割増しを行う復興歩掛かりや復興係数の導入、実勢を
踏まえた公共工事設計労務単価の引上げ、国、地方公共団体等の発注見通しの統合、
生コンプラントの増設などの対策を講じたところです。その結果、直轄工事では、
ピーク時には約72％あった不調、不落の割合が、先月３月には約11％にまで低下し
たところです。
　熊本地震の対応に当たっては、東日本大震災の対応を踏まえ、復旧工事が本格化
する前の昨年の７月に資材や労働者が不足し遠方からの調達が必要となる場合には

必要経費を適正に支払うよう通知したところでございます。
　また、昨年秋以降、不調、不落の割合が上昇してきたことなどから、関係者間において情報共有や対応策を検
討を行うため、昨年11月に国、県、市町村、建設産業団体等により構成する熊本地震等復旧・復興工事情報連絡
会議の設置、今年の１月より国、地方公共団体等の発注見通しの統合、２月に復興歩掛かり、復興係数の導入、
３月には公共工事設計労務単価の引上げなどを実施したところでございます。
　国土交通省といたしましては、引き続き、現場の状況をきめ細かく注視し、機動的に対策を講じることにより
被災地の復旧復興が一日も早く進むよう取り組んでまいります。

東日本大震災の復興予算の執行状況について
足立敏之委員：重ねて申し上げますが、不調不落対策としては、発注者サイド、特に市町村などの自治体の予定
価格の適正な設定というのが不可欠だというふうに思います。今後とも、引き続きしっかり対策を講じていただ
きたいというふうに思います。
　次に、東日本大震災の復旧復興についてお伺いをいたします。
　東日本大震災については、安倍内閣における最重要課題の一つとして政府を挙げて復旧復興に取り組んできた
結果、道路や海岸堤防などの基幹インフラの整備につきましてはかなり順調に進んできているというふうに思い
ます。今村大臣の所信演説でも、地震・津波被災地域では、生活に密着したインフラの復旧はほぼ終了し、住ま
いの再建も一歩ずつ着実に進展しておりますとの御
見解でございました。
　しかし、一般的に申しまして、現地からの悪い話
は小さなものでも伝わってまいりますけれども、良
い話はなかなか伝わってこない、それが実情でござ
います。このため、大多数の皆さんも、伝わってく
る悪い話に大変心配されているのではないかという
ふうに思います。本日は、そうした点に目を向けて、
順次質問をさせていただきたいと思います。
　まず、東日本大震災の復興予算につきまして、平
成21年度から25年度の予算に未使用が多いという指
摘を会計検査院がしています。一昨日の報道でも流
れておりました。本当にそんなに不用がたくさん出
て問題となるような状況なのか、復興庁の見解を伺
います。

限の支援を行ってまいりたいと考えているところ
でございます。

復興道路等の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　櫻井委員長にも当時御指導いただきましたけれ
ども、当時担当していた者としても、何とか責任
を果たせたのかなというふうに思っておりまし
て、柔軟な対応をしていただきまして心から感謝
を申し上げたいというふうに思います。
　次に、被災地の早期復興につながり、被災地の
経済発展の基盤ともなる道路整備について伺いた
いと思います。　私も、常磐自動車道が全線開通した後、一度自分の車で運転して被災地の中を走ってみました。
やはり道路がつながるということは大事なことなんだなというふうに、そのとき改めて強く感じました。地域の
期待を集めている復興道路、復興支援道路の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

石川国土交通省道路局長：お答えいたします。
　復興道路、復興支援道路は、平成23年７月29日に決定されました東日本大震災
からの復興の基本方針に位置付けられた道路でございまして、復興を支援する重要
な道路ネットワークでございます。これらの道路につきましては、早期にネットワー
クとしてつなげることにより、地元から期待される効果を発揮できるよう、地元の
御協力の下、異例のスピードで事業が進められているところでございます。
　復興道路、復興支援道路につきましては、国土交通省が中心となって整備してい
る路線、全長約550キロございますが、このうち約五割に当たります268キロメー
トルが開通いたしました。最近では、縦軸の三陸沿岸道路の南三陸道路約３キロが

今年の３月20日に、そして横断軸の一つでございます相馬福島道路の阿武隈東道路約11キロにつきましては３
月26日に、それぞれ開通したところでございます。また、この開通済み延長に開通予定を公表済みの区間を合
わせますと合計で503キロとなり、全体の約９割になります。
　引き続き、復興・創生期間内の平成32年度までの全線開通を目指し、地域の皆様の御協力をいただきながら
事業を推進してまいります。

気仙沼横断橋・大島架橋の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　少しローカルな話になりますけれども、先ほども気仙沼のお話を
させていただきましたが、先日、気仙沼で集まりがあった際に、市
街地の対岸にあります大島、地震の際に火災にも遭った島でござい
ますけれども、船で伺いました。現地では陸と直結できる大島架橋
の工事が進んでおります。お手元に資料４として配付をさせていた
だいておりますけれども、島民の皆様は陸とつながるということで
大変大きな期待を持っていらっしゃいます。
　現地ではこうして中央のアーチ部の架設が終わるなど工事は順調
に進んでおりますけれども、島民の皆さんは、大島架橋でつながる
この先の三陸沿岸道路、この整備も心配されています。特に、気仙

津波防潮堤の進捗状況について
足立敏之委員：次に、津波防潮堤について伺います。
　津波の防潮堤につきましては、今日は山田水管理・国土保全局長が御出席でございますが、私は、その四代前
の局長として直接担当させていただきました。本日出席の国土交通省の、先ほど答弁をした五道技術審議官も当
時は海岸室長として一緒に頑張っていただきました。どうもありがとうございました。
　当時は、堤防の高さの問題が論点に
なってございました。高さにつきまして
は、数十年から百数十年に１回起こるよ
うな比較的頻繁に発生する津波の高さ、
いわゆるL1対応と、五百年から千年に
１回起こるような最大クラスの津波の高
さ、L2対応の二つの考え方があります。
構造物としてはL1対応で設計すること
とし、それを超える規模の津波に対しま
しては多重防御の考え方でハード、ソフ
ト両面の施策を総動員して守る、そうい
う考え方としております。
　しかし、現地では、時間の経過ととも
に、計画の対象となる背後地の皆さんが
移転してしまったようなケースや、守るべき施設がなくなっている地域などが生まれており、人命を守らないな
ら堤防の高さをL1よりも下げるべきだというような意見もございまして、一部の地域で対立を生じました。
　こうしたことを受けまして、海岸管理者が地元の皆さんに丁寧に説明を行い、場合によっては計画の見直しを
行うなど、努力を重ねてかなり理解が進んできたんではないかというふうに思います。
　お手元に資料２、３を配付してございますけれども、そこの写真に示すとおり、被災した海岸の復旧も着実に
進んでおります。
　津波防潮堤の復旧復興の進捗状況について伺いたいと思います。また、私も被災直後に現地を訪れて御縁もご
ざいます気仙沼市の大谷海岸の復旧復興状況について特に御説明をお願いをいたします。

山田国土交通省水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　東日本大震災の被災地におけます防潮堤の整備の進捗につきましては、平成29
年の１月末時点で、全海岸の85％、これが着工済みでございまして、28％は既に
完成をしているところでございます。また、全海岸の99％で既に地元調整済みで
ございまして、被災六県からは平成32年度をめどに全ての海岸で防潮堤の完成を
目指すと聞いております。このように、防潮堤の整備は着実に進展しているものと
考えているところでございます。
　また、議員お尋ねの宮城県の気仙沼市大谷海岸、ここでは地元の住民の方々の要
望を踏まえまして県や市が住民説明会等を開催するとともに、県、市、それから国

等で防潮堤や大谷海岸周辺の町づくりの計画について検討や調整を進めてまいりました。その結果、地元の意向
に沿いまして、防潮堤をより陸側に引いて砂浜を30メートルから60メートル確保するとともに、防潮堤を兼ね
ました国道とその背後を一体的にかさ上げをして、そして当該地区を観光や災害対応の拠点として位置付け、昨
年７月末にまとめられました防潮堤と町づくりの計画に基づきまして、現在県において詳細な設計等を進めて
いると聞いております。
　海岸管理者である県などが地元に対して丁寧に対応していただいた結果、防潮堤の復旧が目に見える形で進ん
できていると考えているところでございますけれども、国土交通省といたしましても引き続き県などに対し最大
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沼の湾の奥を横断する横断橋という
大規模な橋がございます。その整備
が順調に進むのか、心配の声を聞き
ます。気仙沼湾奥の横断橋の整備の
見通しと関連する大島架橋の進捗状
況、そして今後の見通しについて伺
います。

石川局長：お答えいたします。
　東日本大震災の発災により、宮
城県気仙沼市におきましては、市
街地全域において津波による甚大
な被災があったとともに、離島で
ある大島が海上交通の途絶により

孤立状態になったところでございます。気仙沼
の復興に向けて委員から御指摘がございました
気仙沼横断橋、大島架橋につきましては地元か
ら早期整備の御要望をいただいているところで
ございます。
　気仙沼横断橋につきましては、三陸沿岸道路
の一部として気仙沼湾を横断する斜張橋を含む
長さ1.3キロの橋梁でございまして、斜張橋につ
きましては、国において下部工工事を推進する
とともに、上部工につきまして現在契約手続を
実施しているところでございます。
　大島架橋事業につきましては、気仙沼市街地

と大島を結ぶ約400メートルの橋梁を含む架橋事業でございます。先日架設が完了いたしまして、現在宮城県に
おきまして平成30年度開通に向け事業を進めていると聞いております。
　今後とも、気仙沼を始めとする被災地域の復興の支援に向け、関係自治体と連携しながら道路ネットワーク
の強化に引き続き取り組んでまいります。

福島第一原発の凍土壁について
足立敏之委員：できるだけ早期に供用できるよう
にお願いをしたいと思います。
　次に、福島の復旧復興についてお伺いをいたし
ます。
　今村大臣の所信演説でも、インフラ、生活環境
の整備の進展に伴い、順次避難指示が解除されて
おり、この春までに帰還困難区域を除くほとんど
の地域で避難指示が解除される見込みとのことで
すが、いまだに多くの避難者が不自由な生活を余
儀なくされている実情もございます。福島の復興
再生を加速するためには、除染や中間貯蔵施設の
整備の促進、さらには福島の第一原発の汚染水対策の推進が必要というふうに考えます。

　まず、福島原発で地下水の
流入対策として用いている凍
土壁について伺いたいと思い
ます。
　この凍土壁については疑問
を呈する声もありましたけれ
ども、私自身も土木の技術屋
として経験をしておりますけ
れども、あのような狭い場所
で、かつ地下埋設物の多いと
ころでしっかりと水を止める
という工法としては最も優れ
た方法であるというふうに私
自身考えておりました。
　お手元に資料を配付してご
ざいますけれども、資料の７
でございますけれども、凍土
壁の効果を示した図でございます。紫色のところはしっかり凍結しているところ、それから赤や黄色などのと
ころは地下水の調整の観点であらかじめ凍結を見合わせている、空けてあるブロックであります。凍土壁がしっ
かり凍結している状況は、これを見ても明らかだというふうに思います。
　もう一枚、資料８のグラフでございますけれども、これは降雨と地下水くみ上げ量のデータでございます。
くみ上げ量が次第に減少しているということは、凍土壁の効果が現れている証だというふうに思います。しかし、
報道を見ますと、なかなか固まらなくて役に立っていないとか、そういうような報道もございました。実際の
ところはどうなんでしょうか。福島第一原発の汚染水の処理対策、特に凍土壁の現状と、今後の見通しについ
て伺います。

小澤経産省政策統括調整官：お答えいたします。
　先生御指摘の凍土壁につきましては、これは汚染源に水を近づけないための予防
的かつ重層的な対策の一つとして実施しているものでございます。具体的には、お
示しいただいた資料にもございますように、福島第一原子力発電所の１から４号機
までの原子炉建屋の周りを凍結管で狭い範囲で囲みまして、土壌を凍結して地下水
の流入を抑制するというものでございます。
　海側と陸側がございますけれども、まず海側につきましては、昨年10月に凍結
を完了いたしました。護岸からの地下水のくみ上げ量、これも先生にお示しいただ
きました資料にもございますが、このくみ上げ量が凍結開始前の日量約400トンか

ら約３分の１、120トン程度まで減少するなど、遮水効果が現れているものというように認識しております。
　また、山側につきましては、現在、約99％まで凍結が進展しております。壁の内外の水位差、これが拡大し
まして、遮水効果が現れ始めている状況でございます。さらに、これまで未凍結としていました７か所のうち、
先月までに６か所の凍結が開始されております。残りの一か所につきましても、原子力規制委員会において確認
をいただきながら、凍結に向けて判断をして、凍結を進めていくということになろうかというように考えており
ます。
　今後とも、山側の凍結完了に向けまして、早期に原子力規制委員会からの認可を取得いたしまして、安全かつ
着実に作業を進められるよう、引き続き東京電力と協力し、そして指導しながら進めてまいりたいと考えており
ます。

中間貯蔵施設用地の進捗状況について
足立敏之委員：凍土壁が一定の効果を収めて
いるということであれば、早期に全面的な凍
結を進めて、地下水の進入を阻止することが
大事だというふうに思います。
　汚染水の増加が抑制できるように、早急に
作業を進めていただきたいというふうにお願
いを申し上げます。
　次に、中間貯蔵施設です。この施設につい
ては、やはり報道では、なかなか用地の取得
が進まず、事業が大きく後れを取っていると
いうようなことがあります。しかし、一方で、
環境省を始めとする皆様の御努力によりまし
てかなり進展があったとも聞いております。
お手元の資料５、６でございますけれども、
用地の取得についてもかなり伸びているというふうに伺いました。
　中間貯蔵施設の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

小川環境省審議官：お答えいたします。
　福島県内の除染作業で生じた除去土壌等を保管する中間貯蔵施設でございますけ
れども、まず、施設の整備に必要な用地について、３月末時点で774件、約376ヘ
クタールについて契約に至るなど着実に進捗してきております。また、昨年11月
に土壌貯蔵施設などの本格施設を着工し、整備を進めております。今年度は、さらに、
用地担当の職員を増員して用地取得に全力を挙げるとともに、必要な施設整備を進
めてまいります。
　次に、除染土壌等の輸送につきましてですが、昨年度までに約23万立方メート
ルの搬入を完了しております。今年度は50万立方メートル程度の除染土壌等を輸

送する方針でございます。
　今後とも、中間貯蔵施設に係る当面５年間の見通しに沿って、中間貯蔵施設事業に全力で取り組んでまいりま
す。

建設産業へのエールを含め復旧復興へのご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　今後、運搬に伴う問題などいろいろ課題もあろうかと思いますが、引き
続きしっかり進捗に努めていただきたいというふうに思います。
　最後の質問に移らせていただきます。
　今日いろいろ伺いましたけれども、報道で伺っているのと少し違うよう
なところもあったというふうに思います。かなり全体的には進捗している
ような感触を得ました。また、これからもしっかり進んでいける、そうい
う感触も得たところであります。
　今後の東日本大震災からの復旧復興に向けて、改めて今村大臣の御決意
を伺い、できましたら、先ほど申しました建設、頑張っている建設産業へ
のエールも含めてお言葉をいただいて、質問を終わりたいと思います。

今村復興大臣：東日本の被災、まさに未曽有、そしてまた未経験の大変な災害
だったわけであります。そういう中で、本当に建設関連業界の方々には、大変
な困難の中で日夜を分かたぬ努力をしていただいたわけであります。おかげさ
まで、生活インフラはほぼでき上がりました。あとは、やはり復興道路であり
ますとか防潮堤でありますとか、まさに地域をこれから復興再生していく大き
なこれは牽引力として更に充実をしなければいけないわけであります。
　そして、今回の経験は、ある意味では、これから日本がいろんな形で、いろ
んな大災害等々予想されるわけでありますが、是非そういったものにも備えて、
今回得られた経験あるいは知見、そういったものをまたしっかりと記憶にとい
いますか、体験を積んでいただいて、今後のそういった大災害にもしっかりと
対応できるような努力を是非していっていただきたいし、我々政府としてもそ
ういった取組に対してしっかりと応援をしてまいります。

　改めてでありますが、こういったことで頑張っていただいた方に心から敬意を表し、感謝申し上げる次第であ
ります。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　今日、私が質問した様々なプロジェクトは、みんな建設産業が担っているところでございます。建設産業の活
躍なくして東北の復興なし、そういうふうに私は思っておりまして、その点につきましても皆様にしっかり御理
解いただければ有り難いというふうに思います。
　以上で質問を終わります。ありがとうございました。

五道仁実国土交通省技術審議官

東日本大震災関係編
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櫻井 充東日本大震災復興特別委員長：ただ
いまから東日本大震災復興特別委員会を開会
いたします。
　東日本大震災復興の総合的対策に関する調
査を議題とし、東日本大震災復興の基本施策
に関する件について質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。

熊本地震の復旧復興について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でござ
います。
　私は、国土交通省で長らく勤務をしてまい
りまして、防災対策や治水対策を担当し、東日本大震災の復旧復興にも、水管理・国土保全局長、そして技監と
して携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせていただきたいと思います。
　まずは、昨年の４月14日、まさにちょうど１年前の今日、熊本地震の前震とも言われる一つ目の震度７の大き
な地震が発生をいたしました。２日後の16日には本震と言われる二つ目の震度７の地震が発生し、この二つの地
震などによりまして熊本県を中心に大変大きな被害をもたらしました。亡くなられた皆様に衷心より哀悼の意を
表しますとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。これからも被災地に寄り添って、早
期の復旧復興に努めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
　私は、発災の二週間後の４月29日、熊本市と益城町に伺いまして被災地を調査をさせていただきました。古い
立派な住宅がとても大きな被害を受けていた、そのことに心を痛めました。また、９月８日には阿蘇大橋など阿

蘇地方の被災地にも伺いま
した。資料としてお配りを
しました、私が撮影した写
真に示すとおりの状況でご
ざいました。大規模な地震
の巨大なエネルギーに恐怖
感を感じるほどでございま
した。私としても、被災地
の一日も早い復旧復興を
願っております。
　さて、熊本地震から１年
になりますが、現在までの
復旧復興状況について伺い
たいと思います。また、５
年前に発生した東日本大震
災などの経験や教訓が熊本
の震災対応にどう生きたの
かも併せてお伺いをいたし
ます。
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伊丹内閣府大臣官房審議官：お答えいたします。
　政府といたしましては、熊本地震発災後、速やかに激甚災害の指定を行ったほか、
これまでに三次にわたる補正予算等を通じた財政支援措置等を講じておりまして、
これらをフルに活用して復旧復興を後押ししてきたところでございます。
　具体的には、4,303戸の応急仮設住宅の全戸完成を始めとする住まいの確保、崩
落した阿蘇大橋の橋梁の本体工事の契約を行ったほか、県道熊本高森線の俵山トン
ネルと旧道を活用した東西方向の通行の確保を始めとするインフラの復旧など、被
災自治体と一体となって取り組んでおりまして、復旧復興は着実に進んでいる状況
でございます。
　また、熊本地震の際には、東日本大震災等の経験や教訓を生かし、自治体の要請

を待たず必要な物資等を緊急に供給するプッシュ型支援を初めて実施したほか、NPOと行政との連携が重要で
あることから、熊本地震・支援団体火の国会議を設立し、国、自治体及びNPOの情報共有、活動調整を行うな
どの取組を行ったところであります。さらに、熊本地震でも全国の自治体等から応援派遣を受けた経験、教訓を
踏まえ、先月末には自治体における災害時の受援体制に関するガイドラインを策定したところであります。
　今後とも、将来の災害に備え、貴重な経験や教訓を基に災害対策の不断の改善を行ってまいりたいと考えてお
ります。

熊本の災害復旧工事の不調不落対策について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。様々な教訓、経験が後世に生きるようにしていただきたい。内
閣府の防災担当はその大事な担い手だというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
　ところで、熊本の震災におきましては、自衛隊や警察、消防の皆さんも全力で頑張っていただきましたが、地
域の建設業の皆さんが、測量設計業やコンサルタントも含めまして、しっかり頑張って応急対応が行われ、復旧
復興の道筋が付けられたというふうに考えております。
　建設産業の皆さんは、そこに住んで守るという大事な災害時の地域の守り手としての役割も担っております。
建設産業の皆さんが、場合によっては被災者となっているにもかかわらず、真っ先に現場に駆け付け、被災状況
の緊急調査や被災者の支援、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確保など、様々な緊急対応やその後の復旧復興
の担い手として大切な役割を果たしています。私の知っている測量会社の社長さんは、会社が被災してしまった
にもかかわらず、協会の会議室に寝泊まりして応急対応の仕事に頑張ってくださいました。建設産業の皆さん
の頑張りに心から敬意を表しますとともに、感謝を申し上げます。
　しかし、その一方で、熊本の災害復旧工事では不調不落が増加しているというふうに聞きます。需給のミスマッ
チが起こっているようであります。東日本大震災の際には、不調不落対策を徹底するため、国土交通大臣が出席
されまして復興加速化会議を開催し、対応
をいたしました。私も当時技監でありまし
たが、平成25年10月にこの会議に参加を
いたしました。予定価格の適正な設定に寄
与する復興係数の導入、復興歩掛かりなど、
様々な対策を講じて一定の効果を上げて
きたというふうに思っております。
　東日本大震災のこの貴重な経験を踏まえ
まして、熊本では、災害復旧工事の不調不
落問題に、特に発注者サイドの予定価格の
適正な設定を始め、どのような対策を講じ
ているのか、伺います。

大鹿復興庁統括官付審議官：お答え申し上げます。
　今般取りまとめられましたこの会計検査院の報告書におきましては、５年間の集
中復興期間における予算の執行状況といたしまして、累計の支出済額が約27.6兆円、
このほかに平成28年度への繰越額が約1.4兆円、それから平成27年度の不用額とし
まして0.5兆円、それから５年間の累計の不用額としまして約4.5兆円、それから支
出済歳出額のうち地方公共団体の基金等に約３兆円が積み残されていると、こう
いったデータが示されております。
　これを踏まえまして、未使用額、繰越しとか不用等を含めていると認識しており
ますが、未使用額が約５兆円、ないしは累計の不用額を用いまして約９兆円といっ
た新聞報道等がなされているというふうに承知をしております。
　この背景でございますけれども、未曽有の大災害でありましたこの東日本大震災からの復旧復興には多くの困
難あるいは長期の取組といったものが伴うわけでありますけれども、予算編成におきましては、一日も早い復興
に向け、十分な予算額を毎年度確保してまいりました。
　一方、大震災からのこの復旧復興事業の特性といたしまして、用地取得や地元調整等に時間を要し、結果とし
て繰越しや不用を生じるケースが間々ありました。
　また、東日本大震災の場合におきましては、被災自治体の事務負担あるいは予算不足に対する不安感といった
ものに考慮しまして、複数年度にわたる事業につきましては特例的に基金制度を多く用いまして事業に係る資金
をあらかじめ前倒しをするといった手法を用いてまいりました。
　こうした要因から、比較的多額の繰越し、不用のほかに、被災自治体における基金の残といったものが発生し
ているというふうに認識しております。
　復興庁といたしましては、こうした繰越し、不用等の発生をもちまして、事業が行われていない、あるいは進
んでいないといった誤解を特に地元におきまして招くことのないように、広く復興の進捗状況を周知してまいり
ますとともに、会計検査院の各般にわたる御指摘も踏まえまして、今後とも復興予算の適切な計上、執行に努め
てまいりたいというふうに考えております。

五道国土交通省技術審議官：お答えいたします。
　東日本大震災の復旧復興工事の実施に当たっては、入札の不調、不落や生コンの
不足が大きな課題となったため、国土交通省では復興加速化会議等において、被災
地の実態に応じて予定価格の割増しを行う復興歩掛かりや復興係数の導入、実勢を
踏まえた公共工事設計労務単価の引上げ、国、地方公共団体等の発注見通しの統合、
生コンプラントの増設などの対策を講じたところです。その結果、直轄工事では、
ピーク時には約72％あった不調、不落の割合が、先月３月には約11％にまで低下し
たところです。
　熊本地震の対応に当たっては、東日本大震災の対応を踏まえ、復旧工事が本格化
する前の昨年の７月に資材や労働者が不足し遠方からの調達が必要となる場合には

必要経費を適正に支払うよう通知したところでございます。
　また、昨年秋以降、不調、不落の割合が上昇してきたことなどから、関係者間において情報共有や対応策を検
討を行うため、昨年11月に国、県、市町村、建設産業団体等により構成する熊本地震等復旧・復興工事情報連絡
会議の設置、今年の１月より国、地方公共団体等の発注見通しの統合、２月に復興歩掛かり、復興係数の導入、
３月には公共工事設計労務単価の引上げなどを実施したところでございます。
　国土交通省といたしましては、引き続き、現場の状況をきめ細かく注視し、機動的に対策を講じることにより
被災地の復旧復興が一日も早く進むよう取り組んでまいります。

東日本大震災の復興予算の執行状況について
足立敏之委員：重ねて申し上げますが、不調不落対策としては、発注者サイド、特に市町村などの自治体の予定
価格の適正な設定というのが不可欠だというふうに思います。今後とも、引き続きしっかり対策を講じていただ
きたいというふうに思います。
　次に、東日本大震災の復旧復興についてお伺いをいたします。
　東日本大震災については、安倍内閣における最重要課題の一つとして政府を挙げて復旧復興に取り組んできた
結果、道路や海岸堤防などの基幹インフラの整備につきましてはかなり順調に進んできているというふうに思い
ます。今村大臣の所信演説でも、地震・津波被災地域では、生活に密着したインフラの復旧はほぼ終了し、住ま
いの再建も一歩ずつ着実に進展しておりますとの御
見解でございました。
　しかし、一般的に申しまして、現地からの悪い話
は小さなものでも伝わってまいりますけれども、良
い話はなかなか伝わってこない、それが実情でござ
います。このため、大多数の皆さんも、伝わってく
る悪い話に大変心配されているのではないかという
ふうに思います。本日は、そうした点に目を向けて、
順次質問をさせていただきたいと思います。
　まず、東日本大震災の復興予算につきまして、平
成21年度から25年度の予算に未使用が多いという指
摘を会計検査院がしています。一昨日の報道でも流
れておりました。本当にそんなに不用がたくさん出
て問題となるような状況なのか、復興庁の見解を伺
います。

限の支援を行ってまいりたいと考えているところ
でございます。

復興道路等の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　櫻井委員長にも当時御指導いただきましたけれ
ども、当時担当していた者としても、何とか責任
を果たせたのかなというふうに思っておりまし
て、柔軟な対応をしていただきまして心から感謝
を申し上げたいというふうに思います。
　次に、被災地の早期復興につながり、被災地の
経済発展の基盤ともなる道路整備について伺いた
いと思います。　私も、常磐自動車道が全線開通した後、一度自分の車で運転して被災地の中を走ってみました。
やはり道路がつながるということは大事なことなんだなというふうに、そのとき改めて強く感じました。地域の
期待を集めている復興道路、復興支援道路の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

石川国土交通省道路局長：お答えいたします。
　復興道路、復興支援道路は、平成23年７月29日に決定されました東日本大震災
からの復興の基本方針に位置付けられた道路でございまして、復興を支援する重要
な道路ネットワークでございます。これらの道路につきましては、早期にネットワー
クとしてつなげることにより、地元から期待される効果を発揮できるよう、地元の
御協力の下、異例のスピードで事業が進められているところでございます。
　復興道路、復興支援道路につきましては、国土交通省が中心となって整備してい
る路線、全長約550キロございますが、このうち約五割に当たります268キロメー
トルが開通いたしました。最近では、縦軸の三陸沿岸道路の南三陸道路約３キロが

今年の３月20日に、そして横断軸の一つでございます相馬福島道路の阿武隈東道路約11キロにつきましては３
月26日に、それぞれ開通したところでございます。また、この開通済み延長に開通予定を公表済みの区間を合
わせますと合計で503キロとなり、全体の約９割になります。
　引き続き、復興・創生期間内の平成32年度までの全線開通を目指し、地域の皆様の御協力をいただきながら
事業を推進してまいります。

気仙沼横断橋・大島架橋の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　少しローカルな話になりますけれども、先ほども気仙沼のお話を
させていただきましたが、先日、気仙沼で集まりがあった際に、市
街地の対岸にあります大島、地震の際に火災にも遭った島でござい
ますけれども、船で伺いました。現地では陸と直結できる大島架橋
の工事が進んでおります。お手元に資料４として配付をさせていた
だいておりますけれども、島民の皆様は陸とつながるということで
大変大きな期待を持っていらっしゃいます。
　現地ではこうして中央のアーチ部の架設が終わるなど工事は順調
に進んでおりますけれども、島民の皆さんは、大島架橋でつながる
この先の三陸沿岸道路、この整備も心配されています。特に、気仙

津波防潮堤の進捗状況について
足立敏之委員：次に、津波防潮堤について伺います。
　津波の防潮堤につきましては、今日は山田水管理・国土保全局長が御出席でございますが、私は、その四代前
の局長として直接担当させていただきました。本日出席の国土交通省の、先ほど答弁をした五道技術審議官も当
時は海岸室長として一緒に頑張っていただきました。どうもありがとうございました。
　当時は、堤防の高さの問題が論点に
なってございました。高さにつきまして
は、数十年から百数十年に１回起こるよ
うな比較的頻繁に発生する津波の高さ、
いわゆるL1対応と、五百年から千年に
１回起こるような最大クラスの津波の高
さ、L2対応の二つの考え方があります。
構造物としてはL1対応で設計すること
とし、それを超える規模の津波に対しま
しては多重防御の考え方でハード、ソフ
ト両面の施策を総動員して守る、そうい
う考え方としております。
　しかし、現地では、時間の経過ととも
に、計画の対象となる背後地の皆さんが
移転してしまったようなケースや、守るべき施設がなくなっている地域などが生まれており、人命を守らないな
ら堤防の高さをL1よりも下げるべきだというような意見もございまして、一部の地域で対立を生じました。
　こうしたことを受けまして、海岸管理者が地元の皆さんに丁寧に説明を行い、場合によっては計画の見直しを
行うなど、努力を重ねてかなり理解が進んできたんではないかというふうに思います。
　お手元に資料２、３を配付してございますけれども、そこの写真に示すとおり、被災した海岸の復旧も着実に
進んでおります。
　津波防潮堤の復旧復興の進捗状況について伺いたいと思います。また、私も被災直後に現地を訪れて御縁もご
ざいます気仙沼市の大谷海岸の復旧復興状況について特に御説明をお願いをいたします。

山田国土交通省水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　東日本大震災の被災地におけます防潮堤の整備の進捗につきましては、平成29
年の１月末時点で、全海岸の85％、これが着工済みでございまして、28％は既に
完成をしているところでございます。また、全海岸の99％で既に地元調整済みで
ございまして、被災六県からは平成32年度をめどに全ての海岸で防潮堤の完成を
目指すと聞いております。このように、防潮堤の整備は着実に進展しているものと
考えているところでございます。
　また、議員お尋ねの宮城県の気仙沼市大谷海岸、ここでは地元の住民の方々の要
望を踏まえまして県や市が住民説明会等を開催するとともに、県、市、それから国

等で防潮堤や大谷海岸周辺の町づくりの計画について検討や調整を進めてまいりました。その結果、地元の意向
に沿いまして、防潮堤をより陸側に引いて砂浜を30メートルから60メートル確保するとともに、防潮堤を兼ね
ました国道とその背後を一体的にかさ上げをして、そして当該地区を観光や災害対応の拠点として位置付け、昨
年７月末にまとめられました防潮堤と町づくりの計画に基づきまして、現在県において詳細な設計等を進めて
いると聞いております。
　海岸管理者である県などが地元に対して丁寧に対応していただいた結果、防潮堤の復旧が目に見える形で進ん
できていると考えているところでございますけれども、国土交通省といたしましても引き続き県などに対し最大
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沼の湾の奥を横断する横断橋という
大規模な橋がございます。その整備
が順調に進むのか、心配の声を聞き
ます。気仙沼湾奥の横断橋の整備の
見通しと関連する大島架橋の進捗状
況、そして今後の見通しについて伺
います。

石川局長：お答えいたします。
　東日本大震災の発災により、宮
城県気仙沼市におきましては、市
街地全域において津波による甚大
な被災があったとともに、離島で
ある大島が海上交通の途絶により

孤立状態になったところでございます。気仙沼
の復興に向けて委員から御指摘がございました
気仙沼横断橋、大島架橋につきましては地元か
ら早期整備の御要望をいただいているところで
ございます。
　気仙沼横断橋につきましては、三陸沿岸道路
の一部として気仙沼湾を横断する斜張橋を含む
長さ1.3キロの橋梁でございまして、斜張橋につ
きましては、国において下部工工事を推進する
とともに、上部工につきまして現在契約手続を
実施しているところでございます。
　大島架橋事業につきましては、気仙沼市街地

と大島を結ぶ約400メートルの橋梁を含む架橋事業でございます。先日架設が完了いたしまして、現在宮城県に
おきまして平成30年度開通に向け事業を進めていると聞いております。
　今後とも、気仙沼を始めとする被災地域の復興の支援に向け、関係自治体と連携しながら道路ネットワーク
の強化に引き続き取り組んでまいります。

福島第一原発の凍土壁について
足立敏之委員：できるだけ早期に供用できるよう
にお願いをしたいと思います。
　次に、福島の復旧復興についてお伺いをいたし
ます。
　今村大臣の所信演説でも、インフラ、生活環境
の整備の進展に伴い、順次避難指示が解除されて
おり、この春までに帰還困難区域を除くほとんど
の地域で避難指示が解除される見込みとのことで
すが、いまだに多くの避難者が不自由な生活を余
儀なくされている実情もございます。福島の復興
再生を加速するためには、除染や中間貯蔵施設の
整備の促進、さらには福島の第一原発の汚染水対策の推進が必要というふうに考えます。

　まず、福島原発で地下水の
流入対策として用いている凍
土壁について伺いたいと思い
ます。
　この凍土壁については疑問
を呈する声もありましたけれ
ども、私自身も土木の技術屋
として経験をしておりますけ
れども、あのような狭い場所
で、かつ地下埋設物の多いと
ころでしっかりと水を止める
という工法としては最も優れ
た方法であるというふうに私
自身考えておりました。
　お手元に資料を配付してご
ざいますけれども、資料の７
でございますけれども、凍土
壁の効果を示した図でございます。紫色のところはしっかり凍結しているところ、それから赤や黄色などのと
ころは地下水の調整の観点であらかじめ凍結を見合わせている、空けてあるブロックであります。凍土壁がしっ
かり凍結している状況は、これを見ても明らかだというふうに思います。
　もう一枚、資料８のグラフでございますけれども、これは降雨と地下水くみ上げ量のデータでございます。
くみ上げ量が次第に減少しているということは、凍土壁の効果が現れている証だというふうに思います。しかし、
報道を見ますと、なかなか固まらなくて役に立っていないとか、そういうような報道もございました。実際の
ところはどうなんでしょうか。福島第一原発の汚染水の処理対策、特に凍土壁の現状と、今後の見通しについ
て伺います。

小澤経産省政策統括調整官：お答えいたします。
　先生御指摘の凍土壁につきましては、これは汚染源に水を近づけないための予防
的かつ重層的な対策の一つとして実施しているものでございます。具体的には、お
示しいただいた資料にもございますように、福島第一原子力発電所の１から４号機
までの原子炉建屋の周りを凍結管で狭い範囲で囲みまして、土壌を凍結して地下水
の流入を抑制するというものでございます。
　海側と陸側がございますけれども、まず海側につきましては、昨年10月に凍結
を完了いたしました。護岸からの地下水のくみ上げ量、これも先生にお示しいただ
きました資料にもございますが、このくみ上げ量が凍結開始前の日量約400トンか

ら約３分の１、120トン程度まで減少するなど、遮水効果が現れているものというように認識しております。
　また、山側につきましては、現在、約99％まで凍結が進展しております。壁の内外の水位差、これが拡大し
まして、遮水効果が現れ始めている状況でございます。さらに、これまで未凍結としていました７か所のうち、
先月までに６か所の凍結が開始されております。残りの一か所につきましても、原子力規制委員会において確認
をいただきながら、凍結に向けて判断をして、凍結を進めていくということになろうかというように考えており
ます。
　今後とも、山側の凍結完了に向けまして、早期に原子力規制委員会からの認可を取得いたしまして、安全かつ
着実に作業を進められるよう、引き続き東京電力と協力し、そして指導しながら進めてまいりたいと考えており
ます。

中間貯蔵施設用地の進捗状況について
足立敏之委員：凍土壁が一定の効果を収めて
いるということであれば、早期に全面的な凍
結を進めて、地下水の進入を阻止することが
大事だというふうに思います。
　汚染水の増加が抑制できるように、早急に
作業を進めていただきたいというふうにお願
いを申し上げます。
　次に、中間貯蔵施設です。この施設につい
ては、やはり報道では、なかなか用地の取得
が進まず、事業が大きく後れを取っていると
いうようなことがあります。しかし、一方で、
環境省を始めとする皆様の御努力によりまし
てかなり進展があったとも聞いております。
お手元の資料５、６でございますけれども、
用地の取得についてもかなり伸びているというふうに伺いました。
　中間貯蔵施設の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

小川環境省審議官：お答えいたします。
　福島県内の除染作業で生じた除去土壌等を保管する中間貯蔵施設でございますけ
れども、まず、施設の整備に必要な用地について、３月末時点で774件、約376ヘ
クタールについて契約に至るなど着実に進捗してきております。また、昨年11月
に土壌貯蔵施設などの本格施設を着工し、整備を進めております。今年度は、さらに、
用地担当の職員を増員して用地取得に全力を挙げるとともに、必要な施設整備を進
めてまいります。
　次に、除染土壌等の輸送につきましてですが、昨年度までに約23万立方メート
ルの搬入を完了しております。今年度は50万立方メートル程度の除染土壌等を輸

送する方針でございます。
　今後とも、中間貯蔵施設に係る当面５年間の見通しに沿って、中間貯蔵施設事業に全力で取り組んでまいりま
す。

建設産業へのエールを含め復旧復興へのご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　今後、運搬に伴う問題などいろいろ課題もあろうかと思いますが、引き
続きしっかり進捗に努めていただきたいというふうに思います。
　最後の質問に移らせていただきます。
　今日いろいろ伺いましたけれども、報道で伺っているのと少し違うよう
なところもあったというふうに思います。かなり全体的には進捗している
ような感触を得ました。また、これからもしっかり進んでいける、そうい
う感触も得たところであります。
　今後の東日本大震災からの復旧復興に向けて、改めて今村大臣の御決意
を伺い、できましたら、先ほど申しました建設、頑張っている建設産業へ
のエールも含めてお言葉をいただいて、質問を終わりたいと思います。

今村復興大臣：東日本の被災、まさに未曽有、そしてまた未経験の大変な災害
だったわけであります。そういう中で、本当に建設関連業界の方々には、大変
な困難の中で日夜を分かたぬ努力をしていただいたわけであります。おかげさ
まで、生活インフラはほぼでき上がりました。あとは、やはり復興道路であり
ますとか防潮堤でありますとか、まさに地域をこれから復興再生していく大き
なこれは牽引力として更に充実をしなければいけないわけであります。
　そして、今回の経験は、ある意味では、これから日本がいろんな形で、いろ
んな大災害等々予想されるわけでありますが、是非そういったものにも備えて、
今回得られた経験あるいは知見、そういったものをまたしっかりと記憶にとい
いますか、体験を積んでいただいて、今後のそういった大災害にもしっかりと
対応できるような努力を是非していっていただきたいし、我々政府としてもそ
ういった取組に対してしっかりと応援をしてまいります。

　改めてでありますが、こういったことで頑張っていただいた方に心から敬意を表し、感謝申し上げる次第であ
ります。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　今日、私が質問した様々なプロジェクトは、みんな建設産業が担っているところでございます。建設産業の活
躍なくして東北の復興なし、そういうふうに私は思っておりまして、その点につきましても皆様にしっかり御理
解いただければ有り難いというふうに思います。
　以上で質問を終わります。ありがとうございました。



櫻井 充東日本大震災復興特別委員長：ただ
いまから東日本大震災復興特別委員会を開会
いたします。
　東日本大震災復興の総合的対策に関する調
査を議題とし、東日本大震災復興の基本施策
に関する件について質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。

熊本地震の復旧復興について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でござ
います。
　私は、国土交通省で長らく勤務をしてまい
りまして、防災対策や治水対策を担当し、東日本大震災の復旧復興にも、水管理・国土保全局長、そして技監と
して携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせていただきたいと思います。
　まずは、昨年の４月14日、まさにちょうど１年前の今日、熊本地震の前震とも言われる一つ目の震度７の大き
な地震が発生をいたしました。２日後の16日には本震と言われる二つ目の震度７の地震が発生し、この二つの地
震などによりまして熊本県を中心に大変大きな被害をもたらしました。亡くなられた皆様に衷心より哀悼の意を
表しますとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。これからも被災地に寄り添って、早
期の復旧復興に努めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
　私は、発災の二週間後の４月29日、熊本市と益城町に伺いまして被災地を調査をさせていただきました。古い
立派な住宅がとても大きな被害を受けていた、そのことに心を痛めました。また、９月８日には阿蘇大橋など阿

蘇地方の被災地にも伺いま
した。資料としてお配りを
しました、私が撮影した写
真に示すとおりの状況でご
ざいました。大規模な地震
の巨大なエネルギーに恐怖
感を感じるほどでございま
した。私としても、被災地
の一日も早い復旧復興を
願っております。
　さて、熊本地震から１年
になりますが、現在までの
復旧復興状況について伺い
たいと思います。また、５
年前に発生した東日本大震
災などの経験や教訓が熊本
の震災対応にどう生きたの
かも併せてお伺いをいたし
ます。

伊丹内閣府大臣官房審議官：お答えいたします。
　政府といたしましては、熊本地震発災後、速やかに激甚災害の指定を行ったほか、
これまでに三次にわたる補正予算等を通じた財政支援措置等を講じておりまして、
これらをフルに活用して復旧復興を後押ししてきたところでございます。
　具体的には、4,303戸の応急仮設住宅の全戸完成を始めとする住まいの確保、崩
落した阿蘇大橋の橋梁の本体工事の契約を行ったほか、県道熊本高森線の俵山トン
ネルと旧道を活用した東西方向の通行の確保を始めとするインフラの復旧など、被
災自治体と一体となって取り組んでおりまして、復旧復興は着実に進んでいる状況
でございます。
　また、熊本地震の際には、東日本大震災等の経験や教訓を生かし、自治体の要請

を待たず必要な物資等を緊急に供給するプッシュ型支援を初めて実施したほか、NPOと行政との連携が重要で
あることから、熊本地震・支援団体火の国会議を設立し、国、自治体及びNPOの情報共有、活動調整を行うな
どの取組を行ったところであります。さらに、熊本地震でも全国の自治体等から応援派遣を受けた経験、教訓を
踏まえ、先月末には自治体における災害時の受援体制に関するガイドラインを策定したところであります。
　今後とも、将来の災害に備え、貴重な経験や教訓を基に災害対策の不断の改善を行ってまいりたいと考えてお
ります。

熊本の災害復旧工事の不調不落対策について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。様々な教訓、経験が後世に生きるようにしていただきたい。内
閣府の防災担当はその大事な担い手だというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
　ところで、熊本の震災におきましては、自衛隊や警察、消防の皆さんも全力で頑張っていただきましたが、地
域の建設業の皆さんが、測量設計業やコンサルタントも含めまして、しっかり頑張って応急対応が行われ、復旧
復興の道筋が付けられたというふうに考えております。
　建設産業の皆さんは、そこに住んで守るという大事な災害時の地域の守り手としての役割も担っております。
建設産業の皆さんが、場合によっては被災者となっているにもかかわらず、真っ先に現場に駆け付け、被災状況
の緊急調査や被災者の支援、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確保など、様々な緊急対応やその後の復旧復興
の担い手として大切な役割を果たしています。私の知っている測量会社の社長さんは、会社が被災してしまった
にもかかわらず、協会の会議室に寝泊まりして応急対応の仕事に頑張ってくださいました。建設産業の皆さん
の頑張りに心から敬意を表しますとともに、感謝を申し上げます。
　しかし、その一方で、熊本の災害復旧工事では不調不落が増加しているというふうに聞きます。需給のミスマッ
チが起こっているようであります。東日本大震災の際には、不調不落対策を徹底するため、国土交通大臣が出席
されまして復興加速化会議を開催し、対応
をいたしました。私も当時技監でありまし
たが、平成25年10月にこの会議に参加を
いたしました。予定価格の適正な設定に寄
与する復興係数の導入、復興歩掛かりなど、
様々な対策を講じて一定の効果を上げて
きたというふうに思っております。
　東日本大震災のこの貴重な経験を踏まえ
まして、熊本では、災害復旧工事の不調不
落問題に、特に発注者サイドの予定価格の
適正な設定を始め、どのような対策を講じ
ているのか、伺います。

大鹿復興庁統括官付審議官：お答え申し上げます。
　今般取りまとめられましたこの会計検査院の報告書におきましては、５年間の集
中復興期間における予算の執行状況といたしまして、累計の支出済額が約27.6兆円、
このほかに平成28年度への繰越額が約1.4兆円、それから平成27年度の不用額とし
まして0.5兆円、それから５年間の累計の不用額としまして約4.5兆円、それから支
出済歳出額のうち地方公共団体の基金等に約３兆円が積み残されていると、こう
いったデータが示されております。
　これを踏まえまして、未使用額、繰越しとか不用等を含めていると認識しており
ますが、未使用額が約５兆円、ないしは累計の不用額を用いまして約９兆円といっ
た新聞報道等がなされているというふうに承知をしております。
　この背景でございますけれども、未曽有の大災害でありましたこの東日本大震災からの復旧復興には多くの困
難あるいは長期の取組といったものが伴うわけでありますけれども、予算編成におきましては、一日も早い復興
に向け、十分な予算額を毎年度確保してまいりました。
　一方、大震災からのこの復旧復興事業の特性といたしまして、用地取得や地元調整等に時間を要し、結果とし
て繰越しや不用を生じるケースが間々ありました。
　また、東日本大震災の場合におきましては、被災自治体の事務負担あるいは予算不足に対する不安感といった
ものに考慮しまして、複数年度にわたる事業につきましては特例的に基金制度を多く用いまして事業に係る資金
をあらかじめ前倒しをするといった手法を用いてまいりました。
　こうした要因から、比較的多額の繰越し、不用のほかに、被災自治体における基金の残といったものが発生し
ているというふうに認識しております。
　復興庁といたしましては、こうした繰越し、不用等の発生をもちまして、事業が行われていない、あるいは進
んでいないといった誤解を特に地元におきまして招くことのないように、広く復興の進捗状況を周知してまいり
ますとともに、会計検査院の各般にわたる御指摘も踏まえまして、今後とも復興予算の適切な計上、執行に努め
てまいりたいというふうに考えております。

五道国土交通省技術審議官：お答えいたします。
　東日本大震災の復旧復興工事の実施に当たっては、入札の不調、不落や生コンの
不足が大きな課題となったため、国土交通省では復興加速化会議等において、被災
地の実態に応じて予定価格の割増しを行う復興歩掛かりや復興係数の導入、実勢を
踏まえた公共工事設計労務単価の引上げ、国、地方公共団体等の発注見通しの統合、
生コンプラントの増設などの対策を講じたところです。その結果、直轄工事では、
ピーク時には約72％あった不調、不落の割合が、先月３月には約11％にまで低下し
たところです。
　熊本地震の対応に当たっては、東日本大震災の対応を踏まえ、復旧工事が本格化
する前の昨年の７月に資材や労働者が不足し遠方からの調達が必要となる場合には

必要経費を適正に支払うよう通知したところでございます。
　また、昨年秋以降、不調、不落の割合が上昇してきたことなどから、関係者間において情報共有や対応策を検
討を行うため、昨年11月に国、県、市町村、建設産業団体等により構成する熊本地震等復旧・復興工事情報連絡
会議の設置、今年の１月より国、地方公共団体等の発注見通しの統合、２月に復興歩掛かり、復興係数の導入、
３月には公共工事設計労務単価の引上げなどを実施したところでございます。
　国土交通省といたしましては、引き続き、現場の状況をきめ細かく注視し、機動的に対策を講じることにより
被災地の復旧復興が一日も早く進むよう取り組んでまいります。

東日本大震災の復興予算の執行状況について
足立敏之委員：重ねて申し上げますが、不調不落対策としては、発注者サイド、特に市町村などの自治体の予定
価格の適正な設定というのが不可欠だというふうに思います。今後とも、引き続きしっかり対策を講じていただ
きたいというふうに思います。
　次に、東日本大震災の復旧復興についてお伺いをいたします。
　東日本大震災については、安倍内閣における最重要課題の一つとして政府を挙げて復旧復興に取り組んできた
結果、道路や海岸堤防などの基幹インフラの整備につきましてはかなり順調に進んできているというふうに思い
ます。今村大臣の所信演説でも、地震・津波被災地域では、生活に密着したインフラの復旧はほぼ終了し、住ま
いの再建も一歩ずつ着実に進展しておりますとの御
見解でございました。
　しかし、一般的に申しまして、現地からの悪い話
は小さなものでも伝わってまいりますけれども、良
い話はなかなか伝わってこない、それが実情でござ
います。このため、大多数の皆さんも、伝わってく
る悪い話に大変心配されているのではないかという
ふうに思います。本日は、そうした点に目を向けて、
順次質問をさせていただきたいと思います。
　まず、東日本大震災の復興予算につきまして、平
成21年度から25年度の予算に未使用が多いという指
摘を会計検査院がしています。一昨日の報道でも流
れておりました。本当にそんなに不用がたくさん出
て問題となるような状況なのか、復興庁の見解を伺
います。

限の支援を行ってまいりたいと考えているところ
でございます。

復興道路等の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　櫻井委員長にも当時御指導いただきましたけれ
ども、当時担当していた者としても、何とか責任
を果たせたのかなというふうに思っておりまし
て、柔軟な対応をしていただきまして心から感謝
を申し上げたいというふうに思います。
　次に、被災地の早期復興につながり、被災地の
経済発展の基盤ともなる道路整備について伺いた
いと思います。　私も、常磐自動車道が全線開通した後、一度自分の車で運転して被災地の中を走ってみました。
やはり道路がつながるということは大事なことなんだなというふうに、そのとき改めて強く感じました。地域の
期待を集めている復興道路、復興支援道路の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

石川国土交通省道路局長：お答えいたします。
　復興道路、復興支援道路は、平成23年７月29日に決定されました東日本大震災
からの復興の基本方針に位置付けられた道路でございまして、復興を支援する重要
な道路ネットワークでございます。これらの道路につきましては、早期にネットワー
クとしてつなげることにより、地元から期待される効果を発揮できるよう、地元の
御協力の下、異例のスピードで事業が進められているところでございます。
　復興道路、復興支援道路につきましては、国土交通省が中心となって整備してい
る路線、全長約550キロございますが、このうち約五割に当たります268キロメー
トルが開通いたしました。最近では、縦軸の三陸沿岸道路の南三陸道路約３キロが

今年の３月20日に、そして横断軸の一つでございます相馬福島道路の阿武隈東道路約11キロにつきましては３
月26日に、それぞれ開通したところでございます。また、この開通済み延長に開通予定を公表済みの区間を合
わせますと合計で503キロとなり、全体の約９割になります。
　引き続き、復興・創生期間内の平成32年度までの全線開通を目指し、地域の皆様の御協力をいただきながら
事業を推進してまいります。

気仙沼横断橋・大島架橋の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　少しローカルな話になりますけれども、先ほども気仙沼のお話を
させていただきましたが、先日、気仙沼で集まりがあった際に、市
街地の対岸にあります大島、地震の際に火災にも遭った島でござい
ますけれども、船で伺いました。現地では陸と直結できる大島架橋
の工事が進んでおります。お手元に資料４として配付をさせていた
だいておりますけれども、島民の皆様は陸とつながるということで
大変大きな期待を持っていらっしゃいます。
　現地ではこうして中央のアーチ部の架設が終わるなど工事は順調
に進んでおりますけれども、島民の皆さんは、大島架橋でつながる
この先の三陸沿岸道路、この整備も心配されています。特に、気仙

津波防潮堤の進捗状況について
足立敏之委員：次に、津波防潮堤について伺います。
　津波の防潮堤につきましては、今日は山田水管理・国土保全局長が御出席でございますが、私は、その四代前
の局長として直接担当させていただきました。本日出席の国土交通省の、先ほど答弁をした五道技術審議官も当
時は海岸室長として一緒に頑張っていただきました。どうもありがとうございました。
　当時は、堤防の高さの問題が論点に
なってございました。高さにつきまして
は、数十年から百数十年に１回起こるよ
うな比較的頻繁に発生する津波の高さ、
いわゆるL1対応と、五百年から千年に
１回起こるような最大クラスの津波の高
さ、L2対応の二つの考え方があります。
構造物としてはL1対応で設計すること
とし、それを超える規模の津波に対しま
しては多重防御の考え方でハード、ソフ
ト両面の施策を総動員して守る、そうい
う考え方としております。
　しかし、現地では、時間の経過ととも
に、計画の対象となる背後地の皆さんが
移転してしまったようなケースや、守るべき施設がなくなっている地域などが生まれており、人命を守らないな
ら堤防の高さをL1よりも下げるべきだというような意見もございまして、一部の地域で対立を生じました。
　こうしたことを受けまして、海岸管理者が地元の皆さんに丁寧に説明を行い、場合によっては計画の見直しを
行うなど、努力を重ねてかなり理解が進んできたんではないかというふうに思います。
　お手元に資料２、３を配付してございますけれども、そこの写真に示すとおり、被災した海岸の復旧も着実に
進んでおります。
　津波防潮堤の復旧復興の進捗状況について伺いたいと思います。また、私も被災直後に現地を訪れて御縁もご
ざいます気仙沼市の大谷海岸の復旧復興状況について特に御説明をお願いをいたします。

山田国土交通省水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　東日本大震災の被災地におけます防潮堤の整備の進捗につきましては、平成29
年の１月末時点で、全海岸の85％、これが着工済みでございまして、28％は既に
完成をしているところでございます。また、全海岸の99％で既に地元調整済みで
ございまして、被災六県からは平成32年度をめどに全ての海岸で防潮堤の完成を
目指すと聞いております。このように、防潮堤の整備は着実に進展しているものと
考えているところでございます。
　また、議員お尋ねの宮城県の気仙沼市大谷海岸、ここでは地元の住民の方々の要
望を踏まえまして県や市が住民説明会等を開催するとともに、県、市、それから国

等で防潮堤や大谷海岸周辺の町づくりの計画について検討や調整を進めてまいりました。その結果、地元の意向
に沿いまして、防潮堤をより陸側に引いて砂浜を30メートルから60メートル確保するとともに、防潮堤を兼ね
ました国道とその背後を一体的にかさ上げをして、そして当該地区を観光や災害対応の拠点として位置付け、昨
年７月末にまとめられました防潮堤と町づくりの計画に基づきまして、現在県において詳細な設計等を進めて
いると聞いております。
　海岸管理者である県などが地元に対して丁寧に対応していただいた結果、防潮堤の復旧が目に見える形で進ん
できていると考えているところでございますけれども、国土交通省といたしましても引き続き県などに対し最大
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沼の湾の奥を横断する横断橋という
大規模な橋がございます。その整備
が順調に進むのか、心配の声を聞き
ます。気仙沼湾奥の横断橋の整備の
見通しと関連する大島架橋の進捗状
況、そして今後の見通しについて伺
います。

石川局長：お答えいたします。
　東日本大震災の発災により、宮
城県気仙沼市におきましては、市
街地全域において津波による甚大
な被災があったとともに、離島で
ある大島が海上交通の途絶により

孤立状態になったところでございます。気仙沼
の復興に向けて委員から御指摘がございました
気仙沼横断橋、大島架橋につきましては地元か
ら早期整備の御要望をいただいているところで
ございます。
　気仙沼横断橋につきましては、三陸沿岸道路
の一部として気仙沼湾を横断する斜張橋を含む
長さ1.3キロの橋梁でございまして、斜張橋につ
きましては、国において下部工工事を推進する
とともに、上部工につきまして現在契約手続を
実施しているところでございます。
　大島架橋事業につきましては、気仙沼市街地

と大島を結ぶ約400メートルの橋梁を含む架橋事業でございます。先日架設が完了いたしまして、現在宮城県に
おきまして平成30年度開通に向け事業を進めていると聞いております。
　今後とも、気仙沼を始めとする被災地域の復興の支援に向け、関係自治体と連携しながら道路ネットワーク
の強化に引き続き取り組んでまいります。

福島第一原発の凍土壁について
足立敏之委員：できるだけ早期に供用できるよう
にお願いをしたいと思います。
　次に、福島の復旧復興についてお伺いをいたし
ます。
　今村大臣の所信演説でも、インフラ、生活環境
の整備の進展に伴い、順次避難指示が解除されて
おり、この春までに帰還困難区域を除くほとんど
の地域で避難指示が解除される見込みとのことで
すが、いまだに多くの避難者が不自由な生活を余
儀なくされている実情もございます。福島の復興
再生を加速するためには、除染や中間貯蔵施設の
整備の促進、さらには福島の第一原発の汚染水対策の推進が必要というふうに考えます。

　まず、福島原発で地下水の
流入対策として用いている凍
土壁について伺いたいと思い
ます。
　この凍土壁については疑問
を呈する声もありましたけれ
ども、私自身も土木の技術屋
として経験をしておりますけ
れども、あのような狭い場所
で、かつ地下埋設物の多いと
ころでしっかりと水を止める
という工法としては最も優れ
た方法であるというふうに私
自身考えておりました。
　お手元に資料を配付してご
ざいますけれども、資料の７
でございますけれども、凍土
壁の効果を示した図でございます。紫色のところはしっかり凍結しているところ、それから赤や黄色などのと
ころは地下水の調整の観点であらかじめ凍結を見合わせている、空けてあるブロックであります。凍土壁がしっ
かり凍結している状況は、これを見ても明らかだというふうに思います。
　もう一枚、資料８のグラフでございますけれども、これは降雨と地下水くみ上げ量のデータでございます。
くみ上げ量が次第に減少しているということは、凍土壁の効果が現れている証だというふうに思います。しかし、
報道を見ますと、なかなか固まらなくて役に立っていないとか、そういうような報道もございました。実際の
ところはどうなんでしょうか。福島第一原発の汚染水の処理対策、特に凍土壁の現状と、今後の見通しについ
て伺います。

小澤経産省政策統括調整官：お答えいたします。
　先生御指摘の凍土壁につきましては、これは汚染源に水を近づけないための予防
的かつ重層的な対策の一つとして実施しているものでございます。具体的には、お
示しいただいた資料にもございますように、福島第一原子力発電所の１から４号機
までの原子炉建屋の周りを凍結管で狭い範囲で囲みまして、土壌を凍結して地下水
の流入を抑制するというものでございます。
　海側と陸側がございますけれども、まず海側につきましては、昨年10月に凍結
を完了いたしました。護岸からの地下水のくみ上げ量、これも先生にお示しいただ
きました資料にもございますが、このくみ上げ量が凍結開始前の日量約400トンか

ら約３分の１、120トン程度まで減少するなど、遮水効果が現れているものというように認識しております。
　また、山側につきましては、現在、約99％まで凍結が進展しております。壁の内外の水位差、これが拡大し
まして、遮水効果が現れ始めている状況でございます。さらに、これまで未凍結としていました７か所のうち、
先月までに６か所の凍結が開始されております。残りの一か所につきましても、原子力規制委員会において確認
をいただきながら、凍結に向けて判断をして、凍結を進めていくということになろうかというように考えており
ます。
　今後とも、山側の凍結完了に向けまして、早期に原子力規制委員会からの認可を取得いたしまして、安全かつ
着実に作業を進められるよう、引き続き東京電力と協力し、そして指導しながら進めてまいりたいと考えており
ます。

中間貯蔵施設用地の進捗状況について
足立敏之委員：凍土壁が一定の効果を収めて
いるということであれば、早期に全面的な凍
結を進めて、地下水の進入を阻止することが
大事だというふうに思います。
　汚染水の増加が抑制できるように、早急に
作業を進めていただきたいというふうにお願
いを申し上げます。
　次に、中間貯蔵施設です。この施設につい
ては、やはり報道では、なかなか用地の取得
が進まず、事業が大きく後れを取っていると
いうようなことがあります。しかし、一方で、
環境省を始めとする皆様の御努力によりまし
てかなり進展があったとも聞いております。
お手元の資料５、６でございますけれども、
用地の取得についてもかなり伸びているというふうに伺いました。
　中間貯蔵施設の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

小川環境省審議官：お答えいたします。
　福島県内の除染作業で生じた除去土壌等を保管する中間貯蔵施設でございますけ
れども、まず、施設の整備に必要な用地について、３月末時点で774件、約376ヘ
クタールについて契約に至るなど着実に進捗してきております。また、昨年11月
に土壌貯蔵施設などの本格施設を着工し、整備を進めております。今年度は、さらに、
用地担当の職員を増員して用地取得に全力を挙げるとともに、必要な施設整備を進
めてまいります。
　次に、除染土壌等の輸送につきましてですが、昨年度までに約23万立方メート
ルの搬入を完了しております。今年度は50万立方メートル程度の除染土壌等を輸

送する方針でございます。
　今後とも、中間貯蔵施設に係る当面５年間の見通しに沿って、中間貯蔵施設事業に全力で取り組んでまいりま
す。

建設産業へのエールを含め復旧復興へのご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　今後、運搬に伴う問題などいろいろ課題もあろうかと思いますが、引き
続きしっかり進捗に努めていただきたいというふうに思います。
　最後の質問に移らせていただきます。
　今日いろいろ伺いましたけれども、報道で伺っているのと少し違うよう
なところもあったというふうに思います。かなり全体的には進捗している
ような感触を得ました。また、これからもしっかり進んでいける、そうい
う感触も得たところであります。
　今後の東日本大震災からの復旧復興に向けて、改めて今村大臣の御決意
を伺い、できましたら、先ほど申しました建設、頑張っている建設産業へ
のエールも含めてお言葉をいただいて、質問を終わりたいと思います。

今村復興大臣：東日本の被災、まさに未曽有、そしてまた未経験の大変な災害
だったわけであります。そういう中で、本当に建設関連業界の方々には、大変
な困難の中で日夜を分かたぬ努力をしていただいたわけであります。おかげさ
まで、生活インフラはほぼでき上がりました。あとは、やはり復興道路であり
ますとか防潮堤でありますとか、まさに地域をこれから復興再生していく大き
なこれは牽引力として更に充実をしなければいけないわけであります。
　そして、今回の経験は、ある意味では、これから日本がいろんな形で、いろ
んな大災害等々予想されるわけでありますが、是非そういったものにも備えて、
今回得られた経験あるいは知見、そういったものをまたしっかりと記憶にとい
いますか、体験を積んでいただいて、今後のそういった大災害にもしっかりと
対応できるような努力を是非していっていただきたいし、我々政府としてもそ
ういった取組に対してしっかりと応援をしてまいります。

　改めてでありますが、こういったことで頑張っていただいた方に心から敬意を表し、感謝申し上げる次第であ
ります。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　今日、私が質問した様々なプロジェクトは、みんな建設産業が担っているところでございます。建設産業の活
躍なくして東北の復興なし、そういうふうに私は思っておりまして、その点につきましても皆様にしっかり御理
解いただければ有り難いというふうに思います。
　以上で質問を終わります。ありがとうございました。

山田邦博国土交通省水管理・国土保全局長

津波防潮堤整備状況（岩手県陸前高田市）［写真提供：岩手県］



櫻井 充東日本大震災復興特別委員長：ただ
いまから東日本大震災復興特別委員会を開会
いたします。
　東日本大震災復興の総合的対策に関する調
査を議題とし、東日本大震災復興の基本施策
に関する件について質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。

熊本地震の復旧復興について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でござ
います。
　私は、国土交通省で長らく勤務をしてまい
りまして、防災対策や治水対策を担当し、東日本大震災の復旧復興にも、水管理・国土保全局長、そして技監と
して携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせていただきたいと思います。
　まずは、昨年の４月14日、まさにちょうど１年前の今日、熊本地震の前震とも言われる一つ目の震度７の大き
な地震が発生をいたしました。２日後の16日には本震と言われる二つ目の震度７の地震が発生し、この二つの地
震などによりまして熊本県を中心に大変大きな被害をもたらしました。亡くなられた皆様に衷心より哀悼の意を
表しますとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。これからも被災地に寄り添って、早
期の復旧復興に努めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
　私は、発災の二週間後の４月29日、熊本市と益城町に伺いまして被災地を調査をさせていただきました。古い
立派な住宅がとても大きな被害を受けていた、そのことに心を痛めました。また、９月８日には阿蘇大橋など阿

蘇地方の被災地にも伺いま
した。資料としてお配りを
しました、私が撮影した写
真に示すとおりの状況でご
ざいました。大規模な地震
の巨大なエネルギーに恐怖
感を感じるほどでございま
した。私としても、被災地
の一日も早い復旧復興を
願っております。
　さて、熊本地震から１年
になりますが、現在までの
復旧復興状況について伺い
たいと思います。また、５
年前に発生した東日本大震
災などの経験や教訓が熊本
の震災対応にどう生きたの
かも併せてお伺いをいたし
ます。
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伊丹内閣府大臣官房審議官：お答えいたします。
　政府といたしましては、熊本地震発災後、速やかに激甚災害の指定を行ったほか、
これまでに三次にわたる補正予算等を通じた財政支援措置等を講じておりまして、
これらをフルに活用して復旧復興を後押ししてきたところでございます。
　具体的には、4,303戸の応急仮設住宅の全戸完成を始めとする住まいの確保、崩
落した阿蘇大橋の橋梁の本体工事の契約を行ったほか、県道熊本高森線の俵山トン
ネルと旧道を活用した東西方向の通行の確保を始めとするインフラの復旧など、被
災自治体と一体となって取り組んでおりまして、復旧復興は着実に進んでいる状況
でございます。
　また、熊本地震の際には、東日本大震災等の経験や教訓を生かし、自治体の要請

を待たず必要な物資等を緊急に供給するプッシュ型支援を初めて実施したほか、NPOと行政との連携が重要で
あることから、熊本地震・支援団体火の国会議を設立し、国、自治体及びNPOの情報共有、活動調整を行うな
どの取組を行ったところであります。さらに、熊本地震でも全国の自治体等から応援派遣を受けた経験、教訓を
踏まえ、先月末には自治体における災害時の受援体制に関するガイドラインを策定したところであります。
　今後とも、将来の災害に備え、貴重な経験や教訓を基に災害対策の不断の改善を行ってまいりたいと考えてお
ります。

熊本の災害復旧工事の不調不落対策について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。様々な教訓、経験が後世に生きるようにしていただきたい。内
閣府の防災担当はその大事な担い手だというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
　ところで、熊本の震災におきましては、自衛隊や警察、消防の皆さんも全力で頑張っていただきましたが、地
域の建設業の皆さんが、測量設計業やコンサルタントも含めまして、しっかり頑張って応急対応が行われ、復旧
復興の道筋が付けられたというふうに考えております。
　建設産業の皆さんは、そこに住んで守るという大事な災害時の地域の守り手としての役割も担っております。
建設産業の皆さんが、場合によっては被災者となっているにもかかわらず、真っ先に現場に駆け付け、被災状況
の緊急調査や被災者の支援、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確保など、様々な緊急対応やその後の復旧復興
の担い手として大切な役割を果たしています。私の知っている測量会社の社長さんは、会社が被災してしまった
にもかかわらず、協会の会議室に寝泊まりして応急対応の仕事に頑張ってくださいました。建設産業の皆さん
の頑張りに心から敬意を表しますとともに、感謝を申し上げます。
　しかし、その一方で、熊本の災害復旧工事では不調不落が増加しているというふうに聞きます。需給のミスマッ
チが起こっているようであります。東日本大震災の際には、不調不落対策を徹底するため、国土交通大臣が出席
されまして復興加速化会議を開催し、対応
をいたしました。私も当時技監でありまし
たが、平成25年10月にこの会議に参加を
いたしました。予定価格の適正な設定に寄
与する復興係数の導入、復興歩掛かりなど、
様々な対策を講じて一定の効果を上げて
きたというふうに思っております。
　東日本大震災のこの貴重な経験を踏まえ
まして、熊本では、災害復旧工事の不調不
落問題に、特に発注者サイドの予定価格の
適正な設定を始め、どのような対策を講じ
ているのか、伺います。

大鹿復興庁統括官付審議官：お答え申し上げます。
　今般取りまとめられましたこの会計検査院の報告書におきましては、５年間の集
中復興期間における予算の執行状況といたしまして、累計の支出済額が約27.6兆円、
このほかに平成28年度への繰越額が約1.4兆円、それから平成27年度の不用額とし
まして0.5兆円、それから５年間の累計の不用額としまして約4.5兆円、それから支
出済歳出額のうち地方公共団体の基金等に約３兆円が積み残されていると、こう
いったデータが示されております。
　これを踏まえまして、未使用額、繰越しとか不用等を含めていると認識しており
ますが、未使用額が約５兆円、ないしは累計の不用額を用いまして約９兆円といっ
た新聞報道等がなされているというふうに承知をしております。
　この背景でございますけれども、未曽有の大災害でありましたこの東日本大震災からの復旧復興には多くの困
難あるいは長期の取組といったものが伴うわけでありますけれども、予算編成におきましては、一日も早い復興
に向け、十分な予算額を毎年度確保してまいりました。
　一方、大震災からのこの復旧復興事業の特性といたしまして、用地取得や地元調整等に時間を要し、結果とし
て繰越しや不用を生じるケースが間々ありました。
　また、東日本大震災の場合におきましては、被災自治体の事務負担あるいは予算不足に対する不安感といった
ものに考慮しまして、複数年度にわたる事業につきましては特例的に基金制度を多く用いまして事業に係る資金
をあらかじめ前倒しをするといった手法を用いてまいりました。
　こうした要因から、比較的多額の繰越し、不用のほかに、被災自治体における基金の残といったものが発生し
ているというふうに認識しております。
　復興庁といたしましては、こうした繰越し、不用等の発生をもちまして、事業が行われていない、あるいは進
んでいないといった誤解を特に地元におきまして招くことのないように、広く復興の進捗状況を周知してまいり
ますとともに、会計検査院の各般にわたる御指摘も踏まえまして、今後とも復興予算の適切な計上、執行に努め
てまいりたいというふうに考えております。

五道国土交通省技術審議官：お答えいたします。
　東日本大震災の復旧復興工事の実施に当たっては、入札の不調、不落や生コンの
不足が大きな課題となったため、国土交通省では復興加速化会議等において、被災
地の実態に応じて予定価格の割増しを行う復興歩掛かりや復興係数の導入、実勢を
踏まえた公共工事設計労務単価の引上げ、国、地方公共団体等の発注見通しの統合、
生コンプラントの増設などの対策を講じたところです。その結果、直轄工事では、
ピーク時には約72％あった不調、不落の割合が、先月３月には約11％にまで低下し
たところです。
　熊本地震の対応に当たっては、東日本大震災の対応を踏まえ、復旧工事が本格化
する前の昨年の７月に資材や労働者が不足し遠方からの調達が必要となる場合には

必要経費を適正に支払うよう通知したところでございます。
　また、昨年秋以降、不調、不落の割合が上昇してきたことなどから、関係者間において情報共有や対応策を検
討を行うため、昨年11月に国、県、市町村、建設産業団体等により構成する熊本地震等復旧・復興工事情報連絡
会議の設置、今年の１月より国、地方公共団体等の発注見通しの統合、２月に復興歩掛かり、復興係数の導入、
３月には公共工事設計労務単価の引上げなどを実施したところでございます。
　国土交通省といたしましては、引き続き、現場の状況をきめ細かく注視し、機動的に対策を講じることにより
被災地の復旧復興が一日も早く進むよう取り組んでまいります。

東日本大震災の復興予算の執行状況について
足立敏之委員：重ねて申し上げますが、不調不落対策としては、発注者サイド、特に市町村などの自治体の予定
価格の適正な設定というのが不可欠だというふうに思います。今後とも、引き続きしっかり対策を講じていただ
きたいというふうに思います。
　次に、東日本大震災の復旧復興についてお伺いをいたします。
　東日本大震災については、安倍内閣における最重要課題の一つとして政府を挙げて復旧復興に取り組んできた
結果、道路や海岸堤防などの基幹インフラの整備につきましてはかなり順調に進んできているというふうに思い
ます。今村大臣の所信演説でも、地震・津波被災地域では、生活に密着したインフラの復旧はほぼ終了し、住ま
いの再建も一歩ずつ着実に進展しておりますとの御
見解でございました。
　しかし、一般的に申しまして、現地からの悪い話
は小さなものでも伝わってまいりますけれども、良
い話はなかなか伝わってこない、それが実情でござ
います。このため、大多数の皆さんも、伝わってく
る悪い話に大変心配されているのではないかという
ふうに思います。本日は、そうした点に目を向けて、
順次質問をさせていただきたいと思います。
　まず、東日本大震災の復興予算につきまして、平
成21年度から25年度の予算に未使用が多いという指
摘を会計検査院がしています。一昨日の報道でも流
れておりました。本当にそんなに不用がたくさん出
て問題となるような状況なのか、復興庁の見解を伺
います。

限の支援を行ってまいりたいと考えているところ
でございます。

復興道路等の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　櫻井委員長にも当時御指導いただきましたけれ
ども、当時担当していた者としても、何とか責任
を果たせたのかなというふうに思っておりまし
て、柔軟な対応をしていただきまして心から感謝
を申し上げたいというふうに思います。
　次に、被災地の早期復興につながり、被災地の
経済発展の基盤ともなる道路整備について伺いた
いと思います。　私も、常磐自動車道が全線開通した後、一度自分の車で運転して被災地の中を走ってみました。
やはり道路がつながるということは大事なことなんだなというふうに、そのとき改めて強く感じました。地域の
期待を集めている復興道路、復興支援道路の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

石川国土交通省道路局長：お答えいたします。
　復興道路、復興支援道路は、平成23年７月29日に決定されました東日本大震災
からの復興の基本方針に位置付けられた道路でございまして、復興を支援する重要
な道路ネットワークでございます。これらの道路につきましては、早期にネットワー
クとしてつなげることにより、地元から期待される効果を発揮できるよう、地元の
御協力の下、異例のスピードで事業が進められているところでございます。
　復興道路、復興支援道路につきましては、国土交通省が中心となって整備してい
る路線、全長約550キロございますが、このうち約五割に当たります268キロメー
トルが開通いたしました。最近では、縦軸の三陸沿岸道路の南三陸道路約３キロが

今年の３月20日に、そして横断軸の一つでございます相馬福島道路の阿武隈東道路約11キロにつきましては３
月26日に、それぞれ開通したところでございます。また、この開通済み延長に開通予定を公表済みの区間を合
わせますと合計で503キロとなり、全体の約９割になります。
　引き続き、復興・創生期間内の平成32年度までの全線開通を目指し、地域の皆様の御協力をいただきながら
事業を推進してまいります。

気仙沼横断橋・大島架橋の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　少しローカルな話になりますけれども、先ほども気仙沼のお話を
させていただきましたが、先日、気仙沼で集まりがあった際に、市
街地の対岸にあります大島、地震の際に火災にも遭った島でござい
ますけれども、船で伺いました。現地では陸と直結できる大島架橋
の工事が進んでおります。お手元に資料４として配付をさせていた
だいておりますけれども、島民の皆様は陸とつながるということで
大変大きな期待を持っていらっしゃいます。
　現地ではこうして中央のアーチ部の架設が終わるなど工事は順調
に進んでおりますけれども、島民の皆さんは、大島架橋でつながる
この先の三陸沿岸道路、この整備も心配されています。特に、気仙

津波防潮堤の進捗状況について
足立敏之委員：次に、津波防潮堤について伺います。
　津波の防潮堤につきましては、今日は山田水管理・国土保全局長が御出席でございますが、私は、その四代前
の局長として直接担当させていただきました。本日出席の国土交通省の、先ほど答弁をした五道技術審議官も当
時は海岸室長として一緒に頑張っていただきました。どうもありがとうございました。
　当時は、堤防の高さの問題が論点に
なってございました。高さにつきまして
は、数十年から百数十年に１回起こるよ
うな比較的頻繁に発生する津波の高さ、
いわゆるL1対応と、五百年から千年に
１回起こるような最大クラスの津波の高
さ、L2対応の二つの考え方があります。
構造物としてはL1対応で設計すること
とし、それを超える規模の津波に対しま
しては多重防御の考え方でハード、ソフ
ト両面の施策を総動員して守る、そうい
う考え方としております。
　しかし、現地では、時間の経過ととも
に、計画の対象となる背後地の皆さんが
移転してしまったようなケースや、守るべき施設がなくなっている地域などが生まれており、人命を守らないな
ら堤防の高さをL1よりも下げるべきだというような意見もございまして、一部の地域で対立を生じました。
　こうしたことを受けまして、海岸管理者が地元の皆さんに丁寧に説明を行い、場合によっては計画の見直しを
行うなど、努力を重ねてかなり理解が進んできたんではないかというふうに思います。
　お手元に資料２、３を配付してございますけれども、そこの写真に示すとおり、被災した海岸の復旧も着実に
進んでおります。
　津波防潮堤の復旧復興の進捗状況について伺いたいと思います。また、私も被災直後に現地を訪れて御縁もご
ざいます気仙沼市の大谷海岸の復旧復興状況について特に御説明をお願いをいたします。

山田国土交通省水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　東日本大震災の被災地におけます防潮堤の整備の進捗につきましては、平成29
年の１月末時点で、全海岸の85％、これが着工済みでございまして、28％は既に
完成をしているところでございます。また、全海岸の99％で既に地元調整済みで
ございまして、被災六県からは平成32年度をめどに全ての海岸で防潮堤の完成を
目指すと聞いております。このように、防潮堤の整備は着実に進展しているものと
考えているところでございます。
　また、議員お尋ねの宮城県の気仙沼市大谷海岸、ここでは地元の住民の方々の要
望を踏まえまして県や市が住民説明会等を開催するとともに、県、市、それから国

等で防潮堤や大谷海岸周辺の町づくりの計画について検討や調整を進めてまいりました。その結果、地元の意向
に沿いまして、防潮堤をより陸側に引いて砂浜を30メートルから60メートル確保するとともに、防潮堤を兼ね
ました国道とその背後を一体的にかさ上げをして、そして当該地区を観光や災害対応の拠点として位置付け、昨
年７月末にまとめられました防潮堤と町づくりの計画に基づきまして、現在県において詳細な設計等を進めて
いると聞いております。
　海岸管理者である県などが地元に対して丁寧に対応していただいた結果、防潮堤の復旧が目に見える形で進ん
できていると考えているところでございますけれども、国土交通省といたしましても引き続き県などに対し最大
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沼の湾の奥を横断する横断橋という
大規模な橋がございます。その整備
が順調に進むのか、心配の声を聞き
ます。気仙沼湾奥の横断橋の整備の
見通しと関連する大島架橋の進捗状
況、そして今後の見通しについて伺
います。

石川局長：お答えいたします。
　東日本大震災の発災により、宮
城県気仙沼市におきましては、市
街地全域において津波による甚大
な被災があったとともに、離島で
ある大島が海上交通の途絶により

孤立状態になったところでございます。気仙沼
の復興に向けて委員から御指摘がございました
気仙沼横断橋、大島架橋につきましては地元か
ら早期整備の御要望をいただいているところで
ございます。
　気仙沼横断橋につきましては、三陸沿岸道路
の一部として気仙沼湾を横断する斜張橋を含む
長さ1.3キロの橋梁でございまして、斜張橋につ
きましては、国において下部工工事を推進する
とともに、上部工につきまして現在契約手続を
実施しているところでございます。
　大島架橋事業につきましては、気仙沼市街地

と大島を結ぶ約400メートルの橋梁を含む架橋事業でございます。先日架設が完了いたしまして、現在宮城県に
おきまして平成30年度開通に向け事業を進めていると聞いております。
　今後とも、気仙沼を始めとする被災地域の復興の支援に向け、関係自治体と連携しながら道路ネットワーク
の強化に引き続き取り組んでまいります。

福島第一原発の凍土壁について
足立敏之委員：できるだけ早期に供用できるよう
にお願いをしたいと思います。
　次に、福島の復旧復興についてお伺いをいたし
ます。
　今村大臣の所信演説でも、インフラ、生活環境
の整備の進展に伴い、順次避難指示が解除されて
おり、この春までに帰還困難区域を除くほとんど
の地域で避難指示が解除される見込みとのことで
すが、いまだに多くの避難者が不自由な生活を余
儀なくされている実情もございます。福島の復興
再生を加速するためには、除染や中間貯蔵施設の
整備の促進、さらには福島の第一原発の汚染水対策の推進が必要というふうに考えます。

　まず、福島原発で地下水の
流入対策として用いている凍
土壁について伺いたいと思い
ます。
　この凍土壁については疑問
を呈する声もありましたけれ
ども、私自身も土木の技術屋
として経験をしておりますけ
れども、あのような狭い場所
で、かつ地下埋設物の多いと
ころでしっかりと水を止める
という工法としては最も優れ
た方法であるというふうに私
自身考えておりました。
　お手元に資料を配付してご
ざいますけれども、資料の７
でございますけれども、凍土
壁の効果を示した図でございます。紫色のところはしっかり凍結しているところ、それから赤や黄色などのと
ころは地下水の調整の観点であらかじめ凍結を見合わせている、空けてあるブロックであります。凍土壁がしっ
かり凍結している状況は、これを見ても明らかだというふうに思います。
　もう一枚、資料８のグラフでございますけれども、これは降雨と地下水くみ上げ量のデータでございます。
くみ上げ量が次第に減少しているということは、凍土壁の効果が現れている証だというふうに思います。しかし、
報道を見ますと、なかなか固まらなくて役に立っていないとか、そういうような報道もございました。実際の
ところはどうなんでしょうか。福島第一原発の汚染水の処理対策、特に凍土壁の現状と、今後の見通しについ
て伺います。

小澤経産省政策統括調整官：お答えいたします。
　先生御指摘の凍土壁につきましては、これは汚染源に水を近づけないための予防
的かつ重層的な対策の一つとして実施しているものでございます。具体的には、お
示しいただいた資料にもございますように、福島第一原子力発電所の１から４号機
までの原子炉建屋の周りを凍結管で狭い範囲で囲みまして、土壌を凍結して地下水
の流入を抑制するというものでございます。
　海側と陸側がございますけれども、まず海側につきましては、昨年10月に凍結
を完了いたしました。護岸からの地下水のくみ上げ量、これも先生にお示しいただ
きました資料にもございますが、このくみ上げ量が凍結開始前の日量約400トンか

ら約３分の１、120トン程度まで減少するなど、遮水効果が現れているものというように認識しております。
　また、山側につきましては、現在、約99％まで凍結が進展しております。壁の内外の水位差、これが拡大し
まして、遮水効果が現れ始めている状況でございます。さらに、これまで未凍結としていました７か所のうち、
先月までに６か所の凍結が開始されております。残りの一か所につきましても、原子力規制委員会において確認
をいただきながら、凍結に向けて判断をして、凍結を進めていくということになろうかというように考えており
ます。
　今後とも、山側の凍結完了に向けまして、早期に原子力規制委員会からの認可を取得いたしまして、安全かつ
着実に作業を進められるよう、引き続き東京電力と協力し、そして指導しながら進めてまいりたいと考えており
ます。

中間貯蔵施設用地の進捗状況について
足立敏之委員：凍土壁が一定の効果を収めて
いるということであれば、早期に全面的な凍
結を進めて、地下水の進入を阻止することが
大事だというふうに思います。
　汚染水の増加が抑制できるように、早急に
作業を進めていただきたいというふうにお願
いを申し上げます。
　次に、中間貯蔵施設です。この施設につい
ては、やはり報道では、なかなか用地の取得
が進まず、事業が大きく後れを取っていると
いうようなことがあります。しかし、一方で、
環境省を始めとする皆様の御努力によりまし
てかなり進展があったとも聞いております。
お手元の資料５、６でございますけれども、
用地の取得についてもかなり伸びているというふうに伺いました。
　中間貯蔵施設の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

小川環境省審議官：お答えいたします。
　福島県内の除染作業で生じた除去土壌等を保管する中間貯蔵施設でございますけ
れども、まず、施設の整備に必要な用地について、３月末時点で774件、約376ヘ
クタールについて契約に至るなど着実に進捗してきております。また、昨年11月
に土壌貯蔵施設などの本格施設を着工し、整備を進めております。今年度は、さらに、
用地担当の職員を増員して用地取得に全力を挙げるとともに、必要な施設整備を進
めてまいります。
　次に、除染土壌等の輸送につきましてですが、昨年度までに約23万立方メート
ルの搬入を完了しております。今年度は50万立方メートル程度の除染土壌等を輸

送する方針でございます。
　今後とも、中間貯蔵施設に係る当面５年間の見通しに沿って、中間貯蔵施設事業に全力で取り組んでまいりま
す。

建設産業へのエールを含め復旧復興へのご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　今後、運搬に伴う問題などいろいろ課題もあろうかと思いますが、引き
続きしっかり進捗に努めていただきたいというふうに思います。
　最後の質問に移らせていただきます。
　今日いろいろ伺いましたけれども、報道で伺っているのと少し違うよう
なところもあったというふうに思います。かなり全体的には進捗している
ような感触を得ました。また、これからもしっかり進んでいける、そうい
う感触も得たところであります。
　今後の東日本大震災からの復旧復興に向けて、改めて今村大臣の御決意
を伺い、できましたら、先ほど申しました建設、頑張っている建設産業へ
のエールも含めてお言葉をいただいて、質問を終わりたいと思います。

今村復興大臣：東日本の被災、まさに未曽有、そしてまた未経験の大変な災害
だったわけであります。そういう中で、本当に建設関連業界の方々には、大変
な困難の中で日夜を分かたぬ努力をしていただいたわけであります。おかげさ
まで、生活インフラはほぼでき上がりました。あとは、やはり復興道路であり
ますとか防潮堤でありますとか、まさに地域をこれから復興再生していく大き
なこれは牽引力として更に充実をしなければいけないわけであります。
　そして、今回の経験は、ある意味では、これから日本がいろんな形で、いろ
んな大災害等々予想されるわけでありますが、是非そういったものにも備えて、
今回得られた経験あるいは知見、そういったものをまたしっかりと記憶にとい
いますか、体験を積んでいただいて、今後のそういった大災害にもしっかりと
対応できるような努力を是非していっていただきたいし、我々政府としてもそ
ういった取組に対してしっかりと応援をしてまいります。

　改めてでありますが、こういったことで頑張っていただいた方に心から敬意を表し、感謝申し上げる次第であ
ります。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　今日、私が質問した様々なプロジェクトは、みんな建設産業が担っているところでございます。建設産業の活
躍なくして東北の復興なし、そういうふうに私は思っておりまして、その点につきましても皆様にしっかり御理
解いただければ有り難いというふうに思います。
　以上で質問を終わります。ありがとうございました。



櫻井 充東日本大震災復興特別委員長：ただ
いまから東日本大震災復興特別委員会を開会
いたします。
　東日本大震災復興の総合的対策に関する調
査を議題とし、東日本大震災復興の基本施策
に関する件について質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。

熊本地震の復旧復興について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でござ
います。
　私は、国土交通省で長らく勤務をしてまい
りまして、防災対策や治水対策を担当し、東日本大震災の復旧復興にも、水管理・国土保全局長、そして技監と
して携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせていただきたいと思います。
　まずは、昨年の４月14日、まさにちょうど１年前の今日、熊本地震の前震とも言われる一つ目の震度７の大き
な地震が発生をいたしました。２日後の16日には本震と言われる二つ目の震度７の地震が発生し、この二つの地
震などによりまして熊本県を中心に大変大きな被害をもたらしました。亡くなられた皆様に衷心より哀悼の意を
表しますとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。これからも被災地に寄り添って、早
期の復旧復興に努めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
　私は、発災の二週間後の４月29日、熊本市と益城町に伺いまして被災地を調査をさせていただきました。古い
立派な住宅がとても大きな被害を受けていた、そのことに心を痛めました。また、９月８日には阿蘇大橋など阿

蘇地方の被災地にも伺いま
した。資料としてお配りを
しました、私が撮影した写
真に示すとおりの状況でご
ざいました。大規模な地震
の巨大なエネルギーに恐怖
感を感じるほどでございま
した。私としても、被災地
の一日も早い復旧復興を
願っております。
　さて、熊本地震から１年
になりますが、現在までの
復旧復興状況について伺い
たいと思います。また、５
年前に発生した東日本大震
災などの経験や教訓が熊本
の震災対応にどう生きたの
かも併せてお伺いをいたし
ます。

伊丹内閣府大臣官房審議官：お答えいたします。
　政府といたしましては、熊本地震発災後、速やかに激甚災害の指定を行ったほか、
これまでに三次にわたる補正予算等を通じた財政支援措置等を講じておりまして、
これらをフルに活用して復旧復興を後押ししてきたところでございます。
　具体的には、4,303戸の応急仮設住宅の全戸完成を始めとする住まいの確保、崩
落した阿蘇大橋の橋梁の本体工事の契約を行ったほか、県道熊本高森線の俵山トン
ネルと旧道を活用した東西方向の通行の確保を始めとするインフラの復旧など、被
災自治体と一体となって取り組んでおりまして、復旧復興は着実に進んでいる状況
でございます。
　また、熊本地震の際には、東日本大震災等の経験や教訓を生かし、自治体の要請

を待たず必要な物資等を緊急に供給するプッシュ型支援を初めて実施したほか、NPOと行政との連携が重要で
あることから、熊本地震・支援団体火の国会議を設立し、国、自治体及びNPOの情報共有、活動調整を行うな
どの取組を行ったところであります。さらに、熊本地震でも全国の自治体等から応援派遣を受けた経験、教訓を
踏まえ、先月末には自治体における災害時の受援体制に関するガイドラインを策定したところであります。
　今後とも、将来の災害に備え、貴重な経験や教訓を基に災害対策の不断の改善を行ってまいりたいと考えてお
ります。

熊本の災害復旧工事の不調不落対策について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。様々な教訓、経験が後世に生きるようにしていただきたい。内
閣府の防災担当はその大事な担い手だというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
　ところで、熊本の震災におきましては、自衛隊や警察、消防の皆さんも全力で頑張っていただきましたが、地
域の建設業の皆さんが、測量設計業やコンサルタントも含めまして、しっかり頑張って応急対応が行われ、復旧
復興の道筋が付けられたというふうに考えております。
　建設産業の皆さんは、そこに住んで守るという大事な災害時の地域の守り手としての役割も担っております。
建設産業の皆さんが、場合によっては被災者となっているにもかかわらず、真っ先に現場に駆け付け、被災状況
の緊急調査や被災者の支援、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確保など、様々な緊急対応やその後の復旧復興
の担い手として大切な役割を果たしています。私の知っている測量会社の社長さんは、会社が被災してしまった
にもかかわらず、協会の会議室に寝泊まりして応急対応の仕事に頑張ってくださいました。建設産業の皆さん
の頑張りに心から敬意を表しますとともに、感謝を申し上げます。
　しかし、その一方で、熊本の災害復旧工事では不調不落が増加しているというふうに聞きます。需給のミスマッ
チが起こっているようであります。東日本大震災の際には、不調不落対策を徹底するため、国土交通大臣が出席
されまして復興加速化会議を開催し、対応
をいたしました。私も当時技監でありまし
たが、平成25年10月にこの会議に参加を
いたしました。予定価格の適正な設定に寄
与する復興係数の導入、復興歩掛かりなど、
様々な対策を講じて一定の効果を上げて
きたというふうに思っております。
　東日本大震災のこの貴重な経験を踏まえ
まして、熊本では、災害復旧工事の不調不
落問題に、特に発注者サイドの予定価格の
適正な設定を始め、どのような対策を講じ
ているのか、伺います。

大鹿復興庁統括官付審議官：お答え申し上げます。
　今般取りまとめられましたこの会計検査院の報告書におきましては、５年間の集
中復興期間における予算の執行状況といたしまして、累計の支出済額が約27.6兆円、
このほかに平成28年度への繰越額が約1.4兆円、それから平成27年度の不用額とし
まして0.5兆円、それから５年間の累計の不用額としまして約4.5兆円、それから支
出済歳出額のうち地方公共団体の基金等に約３兆円が積み残されていると、こう
いったデータが示されております。
　これを踏まえまして、未使用額、繰越しとか不用等を含めていると認識しており
ますが、未使用額が約５兆円、ないしは累計の不用額を用いまして約９兆円といっ
た新聞報道等がなされているというふうに承知をしております。
　この背景でございますけれども、未曽有の大災害でありましたこの東日本大震災からの復旧復興には多くの困
難あるいは長期の取組といったものが伴うわけでありますけれども、予算編成におきましては、一日も早い復興
に向け、十分な予算額を毎年度確保してまいりました。
　一方、大震災からのこの復旧復興事業の特性といたしまして、用地取得や地元調整等に時間を要し、結果とし
て繰越しや不用を生じるケースが間々ありました。
　また、東日本大震災の場合におきましては、被災自治体の事務負担あるいは予算不足に対する不安感といった
ものに考慮しまして、複数年度にわたる事業につきましては特例的に基金制度を多く用いまして事業に係る資金
をあらかじめ前倒しをするといった手法を用いてまいりました。
　こうした要因から、比較的多額の繰越し、不用のほかに、被災自治体における基金の残といったものが発生し
ているというふうに認識しております。
　復興庁といたしましては、こうした繰越し、不用等の発生をもちまして、事業が行われていない、あるいは進
んでいないといった誤解を特に地元におきまして招くことのないように、広く復興の進捗状況を周知してまいり
ますとともに、会計検査院の各般にわたる御指摘も踏まえまして、今後とも復興予算の適切な計上、執行に努め
てまいりたいというふうに考えております。

五道国土交通省技術審議官：お答えいたします。
　東日本大震災の復旧復興工事の実施に当たっては、入札の不調、不落や生コンの
不足が大きな課題となったため、国土交通省では復興加速化会議等において、被災
地の実態に応じて予定価格の割増しを行う復興歩掛かりや復興係数の導入、実勢を
踏まえた公共工事設計労務単価の引上げ、国、地方公共団体等の発注見通しの統合、
生コンプラントの増設などの対策を講じたところです。その結果、直轄工事では、
ピーク時には約72％あった不調、不落の割合が、先月３月には約11％にまで低下し
たところです。
　熊本地震の対応に当たっては、東日本大震災の対応を踏まえ、復旧工事が本格化
する前の昨年の７月に資材や労働者が不足し遠方からの調達が必要となる場合には

必要経費を適正に支払うよう通知したところでございます。
　また、昨年秋以降、不調、不落の割合が上昇してきたことなどから、関係者間において情報共有や対応策を検
討を行うため、昨年11月に国、県、市町村、建設産業団体等により構成する熊本地震等復旧・復興工事情報連絡
会議の設置、今年の１月より国、地方公共団体等の発注見通しの統合、２月に復興歩掛かり、復興係数の導入、
３月には公共工事設計労務単価の引上げなどを実施したところでございます。
　国土交通省といたしましては、引き続き、現場の状況をきめ細かく注視し、機動的に対策を講じることにより
被災地の復旧復興が一日も早く進むよう取り組んでまいります。

東日本大震災の復興予算の執行状況について
足立敏之委員：重ねて申し上げますが、不調不落対策としては、発注者サイド、特に市町村などの自治体の予定
価格の適正な設定というのが不可欠だというふうに思います。今後とも、引き続きしっかり対策を講じていただ
きたいというふうに思います。
　次に、東日本大震災の復旧復興についてお伺いをいたします。
　東日本大震災については、安倍内閣における最重要課題の一つとして政府を挙げて復旧復興に取り組んできた
結果、道路や海岸堤防などの基幹インフラの整備につきましてはかなり順調に進んできているというふうに思い
ます。今村大臣の所信演説でも、地震・津波被災地域では、生活に密着したインフラの復旧はほぼ終了し、住ま
いの再建も一歩ずつ着実に進展しておりますとの御
見解でございました。
　しかし、一般的に申しまして、現地からの悪い話
は小さなものでも伝わってまいりますけれども、良
い話はなかなか伝わってこない、それが実情でござ
います。このため、大多数の皆さんも、伝わってく
る悪い話に大変心配されているのではないかという
ふうに思います。本日は、そうした点に目を向けて、
順次質問をさせていただきたいと思います。
　まず、東日本大震災の復興予算につきまして、平
成21年度から25年度の予算に未使用が多いという指
摘を会計検査院がしています。一昨日の報道でも流
れておりました。本当にそんなに不用がたくさん出
て問題となるような状況なのか、復興庁の見解を伺
います。

限の支援を行ってまいりたいと考えているところ
でございます。

復興道路等の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　櫻井委員長にも当時御指導いただきましたけれ
ども、当時担当していた者としても、何とか責任
を果たせたのかなというふうに思っておりまし
て、柔軟な対応をしていただきまして心から感謝
を申し上げたいというふうに思います。
　次に、被災地の早期復興につながり、被災地の
経済発展の基盤ともなる道路整備について伺いた
いと思います。　私も、常磐自動車道が全線開通した後、一度自分の車で運転して被災地の中を走ってみました。
やはり道路がつながるということは大事なことなんだなというふうに、そのとき改めて強く感じました。地域の
期待を集めている復興道路、復興支援道路の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

石川国土交通省道路局長：お答えいたします。
　復興道路、復興支援道路は、平成23年７月29日に決定されました東日本大震災
からの復興の基本方針に位置付けられた道路でございまして、復興を支援する重要
な道路ネットワークでございます。これらの道路につきましては、早期にネットワー
クとしてつなげることにより、地元から期待される効果を発揮できるよう、地元の
御協力の下、異例のスピードで事業が進められているところでございます。
　復興道路、復興支援道路につきましては、国土交通省が中心となって整備してい
る路線、全長約550キロございますが、このうち約五割に当たります268キロメー
トルが開通いたしました。最近では、縦軸の三陸沿岸道路の南三陸道路約３キロが

今年の３月20日に、そして横断軸の一つでございます相馬福島道路の阿武隈東道路約11キロにつきましては３
月26日に、それぞれ開通したところでございます。また、この開通済み延長に開通予定を公表済みの区間を合
わせますと合計で503キロとなり、全体の約９割になります。
　引き続き、復興・創生期間内の平成32年度までの全線開通を目指し、地域の皆様の御協力をいただきながら
事業を推進してまいります。

気仙沼横断橋・大島架橋の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　少しローカルな話になりますけれども、先ほども気仙沼のお話を
させていただきましたが、先日、気仙沼で集まりがあった際に、市
街地の対岸にあります大島、地震の際に火災にも遭った島でござい
ますけれども、船で伺いました。現地では陸と直結できる大島架橋
の工事が進んでおります。お手元に資料４として配付をさせていた
だいておりますけれども、島民の皆様は陸とつながるということで
大変大きな期待を持っていらっしゃいます。
　現地ではこうして中央のアーチ部の架設が終わるなど工事は順調
に進んでおりますけれども、島民の皆さんは、大島架橋でつながる
この先の三陸沿岸道路、この整備も心配されています。特に、気仙

津波防潮堤の進捗状況について
足立敏之委員：次に、津波防潮堤について伺います。
　津波の防潮堤につきましては、今日は山田水管理・国土保全局長が御出席でございますが、私は、その四代前
の局長として直接担当させていただきました。本日出席の国土交通省の、先ほど答弁をした五道技術審議官も当
時は海岸室長として一緒に頑張っていただきました。どうもありがとうございました。
　当時は、堤防の高さの問題が論点に
なってございました。高さにつきまして
は、数十年から百数十年に１回起こるよ
うな比較的頻繁に発生する津波の高さ、
いわゆるL1対応と、五百年から千年に
１回起こるような最大クラスの津波の高
さ、L2対応の二つの考え方があります。
構造物としてはL1対応で設計すること
とし、それを超える規模の津波に対しま
しては多重防御の考え方でハード、ソフ
ト両面の施策を総動員して守る、そうい
う考え方としております。
　しかし、現地では、時間の経過ととも
に、計画の対象となる背後地の皆さんが
移転してしまったようなケースや、守るべき施設がなくなっている地域などが生まれており、人命を守らないな
ら堤防の高さをL1よりも下げるべきだというような意見もございまして、一部の地域で対立を生じました。
　こうしたことを受けまして、海岸管理者が地元の皆さんに丁寧に説明を行い、場合によっては計画の見直しを
行うなど、努力を重ねてかなり理解が進んできたんではないかというふうに思います。
　お手元に資料２、３を配付してございますけれども、そこの写真に示すとおり、被災した海岸の復旧も着実に
進んでおります。
　津波防潮堤の復旧復興の進捗状況について伺いたいと思います。また、私も被災直後に現地を訪れて御縁もご
ざいます気仙沼市の大谷海岸の復旧復興状況について特に御説明をお願いをいたします。

山田国土交通省水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　東日本大震災の被災地におけます防潮堤の整備の進捗につきましては、平成29
年の１月末時点で、全海岸の85％、これが着工済みでございまして、28％は既に
完成をしているところでございます。また、全海岸の99％で既に地元調整済みで
ございまして、被災六県からは平成32年度をめどに全ての海岸で防潮堤の完成を
目指すと聞いております。このように、防潮堤の整備は着実に進展しているものと
考えているところでございます。
　また、議員お尋ねの宮城県の気仙沼市大谷海岸、ここでは地元の住民の方々の要
望を踏まえまして県や市が住民説明会等を開催するとともに、県、市、それから国

等で防潮堤や大谷海岸周辺の町づくりの計画について検討や調整を進めてまいりました。その結果、地元の意向
に沿いまして、防潮堤をより陸側に引いて砂浜を30メートルから60メートル確保するとともに、防潮堤を兼ね
ました国道とその背後を一体的にかさ上げをして、そして当該地区を観光や災害対応の拠点として位置付け、昨
年７月末にまとめられました防潮堤と町づくりの計画に基づきまして、現在県において詳細な設計等を進めて
いると聞いております。
　海岸管理者である県などが地元に対して丁寧に対応していただいた結果、防潮堤の復旧が目に見える形で進ん
できていると考えているところでございますけれども、国土交通省といたしましても引き続き県などに対し最大
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沼の湾の奥を横断する横断橋という
大規模な橋がございます。その整備
が順調に進むのか、心配の声を聞き
ます。気仙沼湾奥の横断橋の整備の
見通しと関連する大島架橋の進捗状
況、そして今後の見通しについて伺
います。

石川局長：お答えいたします。
　東日本大震災の発災により、宮
城県気仙沼市におきましては、市
街地全域において津波による甚大
な被災があったとともに、離島で
ある大島が海上交通の途絶により

孤立状態になったところでございます。気仙沼
の復興に向けて委員から御指摘がございました
気仙沼横断橋、大島架橋につきましては地元か
ら早期整備の御要望をいただいているところで
ございます。
　気仙沼横断橋につきましては、三陸沿岸道路
の一部として気仙沼湾を横断する斜張橋を含む
長さ1.3キロの橋梁でございまして、斜張橋につ
きましては、国において下部工工事を推進する
とともに、上部工につきまして現在契約手続を
実施しているところでございます。
　大島架橋事業につきましては、気仙沼市街地

と大島を結ぶ約400メートルの橋梁を含む架橋事業でございます。先日架設が完了いたしまして、現在宮城県に
おきまして平成30年度開通に向け事業を進めていると聞いております。
　今後とも、気仙沼を始めとする被災地域の復興の支援に向け、関係自治体と連携しながら道路ネットワーク
の強化に引き続き取り組んでまいります。

福島第一原発の凍土壁について
足立敏之委員：できるだけ早期に供用できるよう
にお願いをしたいと思います。
　次に、福島の復旧復興についてお伺いをいたし
ます。
　今村大臣の所信演説でも、インフラ、生活環境
の整備の進展に伴い、順次避難指示が解除されて
おり、この春までに帰還困難区域を除くほとんど
の地域で避難指示が解除される見込みとのことで
すが、いまだに多くの避難者が不自由な生活を余
儀なくされている実情もございます。福島の復興
再生を加速するためには、除染や中間貯蔵施設の
整備の促進、さらには福島の第一原発の汚染水対策の推進が必要というふうに考えます。

　まず、福島原発で地下水の
流入対策として用いている凍
土壁について伺いたいと思い
ます。
　この凍土壁については疑問
を呈する声もありましたけれ
ども、私自身も土木の技術屋
として経験をしておりますけ
れども、あのような狭い場所
で、かつ地下埋設物の多いと
ころでしっかりと水を止める
という工法としては最も優れ
た方法であるというふうに私
自身考えておりました。
　お手元に資料を配付してご
ざいますけれども、資料の７
でございますけれども、凍土
壁の効果を示した図でございます。紫色のところはしっかり凍結しているところ、それから赤や黄色などのと
ころは地下水の調整の観点であらかじめ凍結を見合わせている、空けてあるブロックであります。凍土壁がしっ
かり凍結している状況は、これを見ても明らかだというふうに思います。
　もう一枚、資料８のグラフでございますけれども、これは降雨と地下水くみ上げ量のデータでございます。
くみ上げ量が次第に減少しているということは、凍土壁の効果が現れている証だというふうに思います。しかし、
報道を見ますと、なかなか固まらなくて役に立っていないとか、そういうような報道もございました。実際の
ところはどうなんでしょうか。福島第一原発の汚染水の処理対策、特に凍土壁の現状と、今後の見通しについ
て伺います。

小澤経産省政策統括調整官：お答えいたします。
　先生御指摘の凍土壁につきましては、これは汚染源に水を近づけないための予防
的かつ重層的な対策の一つとして実施しているものでございます。具体的には、お
示しいただいた資料にもございますように、福島第一原子力発電所の１から４号機
までの原子炉建屋の周りを凍結管で狭い範囲で囲みまして、土壌を凍結して地下水
の流入を抑制するというものでございます。
　海側と陸側がございますけれども、まず海側につきましては、昨年10月に凍結
を完了いたしました。護岸からの地下水のくみ上げ量、これも先生にお示しいただ
きました資料にもございますが、このくみ上げ量が凍結開始前の日量約400トンか

ら約３分の１、120トン程度まで減少するなど、遮水効果が現れているものというように認識しております。
　また、山側につきましては、現在、約99％まで凍結が進展しております。壁の内外の水位差、これが拡大し
まして、遮水効果が現れ始めている状況でございます。さらに、これまで未凍結としていました７か所のうち、
先月までに６か所の凍結が開始されております。残りの一か所につきましても、原子力規制委員会において確認
をいただきながら、凍結に向けて判断をして、凍結を進めていくということになろうかというように考えており
ます。
　今後とも、山側の凍結完了に向けまして、早期に原子力規制委員会からの認可を取得いたしまして、安全かつ
着実に作業を進められるよう、引き続き東京電力と協力し、そして指導しながら進めてまいりたいと考えており
ます。

中間貯蔵施設用地の進捗状況について
足立敏之委員：凍土壁が一定の効果を収めて
いるということであれば、早期に全面的な凍
結を進めて、地下水の進入を阻止することが
大事だというふうに思います。
　汚染水の増加が抑制できるように、早急に
作業を進めていただきたいというふうにお願
いを申し上げます。
　次に、中間貯蔵施設です。この施設につい
ては、やはり報道では、なかなか用地の取得
が進まず、事業が大きく後れを取っていると
いうようなことがあります。しかし、一方で、
環境省を始めとする皆様の御努力によりまし
てかなり進展があったとも聞いております。
お手元の資料５、６でございますけれども、
用地の取得についてもかなり伸びているというふうに伺いました。
　中間貯蔵施設の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

小川環境省審議官：お答えいたします。
　福島県内の除染作業で生じた除去土壌等を保管する中間貯蔵施設でございますけ
れども、まず、施設の整備に必要な用地について、３月末時点で774件、約376ヘ
クタールについて契約に至るなど着実に進捗してきております。また、昨年11月
に土壌貯蔵施設などの本格施設を着工し、整備を進めております。今年度は、さらに、
用地担当の職員を増員して用地取得に全力を挙げるとともに、必要な施設整備を進
めてまいります。
　次に、除染土壌等の輸送につきましてですが、昨年度までに約23万立方メート
ルの搬入を完了しております。今年度は50万立方メートル程度の除染土壌等を輸

送する方針でございます。
　今後とも、中間貯蔵施設に係る当面５年間の見通しに沿って、中間貯蔵施設事業に全力で取り組んでまいりま
す。

建設産業へのエールを含め復旧復興へのご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　今後、運搬に伴う問題などいろいろ課題もあろうかと思いますが、引き
続きしっかり進捗に努めていただきたいというふうに思います。
　最後の質問に移らせていただきます。
　今日いろいろ伺いましたけれども、報道で伺っているのと少し違うよう
なところもあったというふうに思います。かなり全体的には進捗している
ような感触を得ました。また、これからもしっかり進んでいける、そうい
う感触も得たところであります。
　今後の東日本大震災からの復旧復興に向けて、改めて今村大臣の御決意
を伺い、できましたら、先ほど申しました建設、頑張っている建設産業へ
のエールも含めてお言葉をいただいて、質問を終わりたいと思います。

今村復興大臣：東日本の被災、まさに未曽有、そしてまた未経験の大変な災害
だったわけであります。そういう中で、本当に建設関連業界の方々には、大変
な困難の中で日夜を分かたぬ努力をしていただいたわけであります。おかげさ
まで、生活インフラはほぼでき上がりました。あとは、やはり復興道路であり
ますとか防潮堤でありますとか、まさに地域をこれから復興再生していく大き
なこれは牽引力として更に充実をしなければいけないわけであります。
　そして、今回の経験は、ある意味では、これから日本がいろんな形で、いろ
んな大災害等々予想されるわけでありますが、是非そういったものにも備えて、
今回得られた経験あるいは知見、そういったものをまたしっかりと記憶にとい
いますか、体験を積んでいただいて、今後のそういった大災害にもしっかりと
対応できるような努力を是非していっていただきたいし、我々政府としてもそ
ういった取組に対してしっかりと応援をしてまいります。

　改めてでありますが、こういったことで頑張っていただいた方に心から敬意を表し、感謝申し上げる次第であ
ります。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　今日、私が質問した様々なプロジェクトは、みんな建設産業が担っているところでございます。建設産業の活
躍なくして東北の復興なし、そういうふうに私は思っておりまして、その点につきましても皆様にしっかり御理
解いただければ有り難いというふうに思います。
　以上で質問を終わります。ありがとうございました。

2018年度の完成を目指す気仙沼横断橋・大島架橋［写真提供：気仙沼市役所］

［資料提供：経済産業省］



櫻井 充東日本大震災復興特別委員長：ただ
いまから東日本大震災復興特別委員会を開会
いたします。
　東日本大震災復興の総合的対策に関する調
査を議題とし、東日本大震災復興の基本施策
に関する件について質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。

熊本地震の復旧復興について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でござ
います。
　私は、国土交通省で長らく勤務をしてまい
りまして、防災対策や治水対策を担当し、東日本大震災の復旧復興にも、水管理・国土保全局長、そして技監と
して携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせていただきたいと思います。
　まずは、昨年の４月14日、まさにちょうど１年前の今日、熊本地震の前震とも言われる一つ目の震度７の大き
な地震が発生をいたしました。２日後の16日には本震と言われる二つ目の震度７の地震が発生し、この二つの地
震などによりまして熊本県を中心に大変大きな被害をもたらしました。亡くなられた皆様に衷心より哀悼の意を
表しますとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。これからも被災地に寄り添って、早
期の復旧復興に努めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
　私は、発災の二週間後の４月29日、熊本市と益城町に伺いまして被災地を調査をさせていただきました。古い
立派な住宅がとても大きな被害を受けていた、そのことに心を痛めました。また、９月８日には阿蘇大橋など阿

蘇地方の被災地にも伺いま
した。資料としてお配りを
しました、私が撮影した写
真に示すとおりの状況でご
ざいました。大規模な地震
の巨大なエネルギーに恐怖
感を感じるほどでございま
した。私としても、被災地
の一日も早い復旧復興を
願っております。
　さて、熊本地震から１年
になりますが、現在までの
復旧復興状況について伺い
たいと思います。また、５
年前に発生した東日本大震
災などの経験や教訓が熊本
の震災対応にどう生きたの
かも併せてお伺いをいたし
ます。

伊丹内閣府大臣官房審議官：お答えいたします。
　政府といたしましては、熊本地震発災後、速やかに激甚災害の指定を行ったほか、
これまでに三次にわたる補正予算等を通じた財政支援措置等を講じておりまして、
これらをフルに活用して復旧復興を後押ししてきたところでございます。
　具体的には、4,303戸の応急仮設住宅の全戸完成を始めとする住まいの確保、崩
落した阿蘇大橋の橋梁の本体工事の契約を行ったほか、県道熊本高森線の俵山トン
ネルと旧道を活用した東西方向の通行の確保を始めとするインフラの復旧など、被
災自治体と一体となって取り組んでおりまして、復旧復興は着実に進んでいる状況
でございます。
　また、熊本地震の際には、東日本大震災等の経験や教訓を生かし、自治体の要請

を待たず必要な物資等を緊急に供給するプッシュ型支援を初めて実施したほか、NPOと行政との連携が重要で
あることから、熊本地震・支援団体火の国会議を設立し、国、自治体及びNPOの情報共有、活動調整を行うな
どの取組を行ったところであります。さらに、熊本地震でも全国の自治体等から応援派遣を受けた経験、教訓を
踏まえ、先月末には自治体における災害時の受援体制に関するガイドラインを策定したところであります。
　今後とも、将来の災害に備え、貴重な経験や教訓を基に災害対策の不断の改善を行ってまいりたいと考えてお
ります。

熊本の災害復旧工事の不調不落対策について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。様々な教訓、経験が後世に生きるようにしていただきたい。内
閣府の防災担当はその大事な担い手だというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
　ところで、熊本の震災におきましては、自衛隊や警察、消防の皆さんも全力で頑張っていただきましたが、地
域の建設業の皆さんが、測量設計業やコンサルタントも含めまして、しっかり頑張って応急対応が行われ、復旧
復興の道筋が付けられたというふうに考えております。
　建設産業の皆さんは、そこに住んで守るという大事な災害時の地域の守り手としての役割も担っております。
建設産業の皆さんが、場合によっては被災者となっているにもかかわらず、真っ先に現場に駆け付け、被災状況
の緊急調査や被災者の支援、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確保など、様々な緊急対応やその後の復旧復興
の担い手として大切な役割を果たしています。私の知っている測量会社の社長さんは、会社が被災してしまった
にもかかわらず、協会の会議室に寝泊まりして応急対応の仕事に頑張ってくださいました。建設産業の皆さん
の頑張りに心から敬意を表しますとともに、感謝を申し上げます。
　しかし、その一方で、熊本の災害復旧工事では不調不落が増加しているというふうに聞きます。需給のミスマッ
チが起こっているようであります。東日本大震災の際には、不調不落対策を徹底するため、国土交通大臣が出席
されまして復興加速化会議を開催し、対応
をいたしました。私も当時技監でありまし
たが、平成25年10月にこの会議に参加を
いたしました。予定価格の適正な設定に寄
与する復興係数の導入、復興歩掛かりなど、
様々な対策を講じて一定の効果を上げて
きたというふうに思っております。
　東日本大震災のこの貴重な経験を踏まえ
まして、熊本では、災害復旧工事の不調不
落問題に、特に発注者サイドの予定価格の
適正な設定を始め、どのような対策を講じ
ているのか、伺います。

大鹿復興庁統括官付審議官：お答え申し上げます。
　今般取りまとめられましたこの会計検査院の報告書におきましては、５年間の集
中復興期間における予算の執行状況といたしまして、累計の支出済額が約27.6兆円、
このほかに平成28年度への繰越額が約1.4兆円、それから平成27年度の不用額とし
まして0.5兆円、それから５年間の累計の不用額としまして約4.5兆円、それから支
出済歳出額のうち地方公共団体の基金等に約３兆円が積み残されていると、こう
いったデータが示されております。
　これを踏まえまして、未使用額、繰越しとか不用等を含めていると認識しており
ますが、未使用額が約５兆円、ないしは累計の不用額を用いまして約９兆円といっ
た新聞報道等がなされているというふうに承知をしております。
　この背景でございますけれども、未曽有の大災害でありましたこの東日本大震災からの復旧復興には多くの困
難あるいは長期の取組といったものが伴うわけでありますけれども、予算編成におきましては、一日も早い復興
に向け、十分な予算額を毎年度確保してまいりました。
　一方、大震災からのこの復旧復興事業の特性といたしまして、用地取得や地元調整等に時間を要し、結果とし
て繰越しや不用を生じるケースが間々ありました。
　また、東日本大震災の場合におきましては、被災自治体の事務負担あるいは予算不足に対する不安感といった
ものに考慮しまして、複数年度にわたる事業につきましては特例的に基金制度を多く用いまして事業に係る資金
をあらかじめ前倒しをするといった手法を用いてまいりました。
　こうした要因から、比較的多額の繰越し、不用のほかに、被災自治体における基金の残といったものが発生し
ているというふうに認識しております。
　復興庁といたしましては、こうした繰越し、不用等の発生をもちまして、事業が行われていない、あるいは進
んでいないといった誤解を特に地元におきまして招くことのないように、広く復興の進捗状況を周知してまいり
ますとともに、会計検査院の各般にわたる御指摘も踏まえまして、今後とも復興予算の適切な計上、執行に努め
てまいりたいというふうに考えております。

五道国土交通省技術審議官：お答えいたします。
　東日本大震災の復旧復興工事の実施に当たっては、入札の不調、不落や生コンの
不足が大きな課題となったため、国土交通省では復興加速化会議等において、被災
地の実態に応じて予定価格の割増しを行う復興歩掛かりや復興係数の導入、実勢を
踏まえた公共工事設計労務単価の引上げ、国、地方公共団体等の発注見通しの統合、
生コンプラントの増設などの対策を講じたところです。その結果、直轄工事では、
ピーク時には約72％あった不調、不落の割合が、先月３月には約11％にまで低下し
たところです。
　熊本地震の対応に当たっては、東日本大震災の対応を踏まえ、復旧工事が本格化
する前の昨年の７月に資材や労働者が不足し遠方からの調達が必要となる場合には

必要経費を適正に支払うよう通知したところでございます。
　また、昨年秋以降、不調、不落の割合が上昇してきたことなどから、関係者間において情報共有や対応策を検
討を行うため、昨年11月に国、県、市町村、建設産業団体等により構成する熊本地震等復旧・復興工事情報連絡
会議の設置、今年の１月より国、地方公共団体等の発注見通しの統合、２月に復興歩掛かり、復興係数の導入、
３月には公共工事設計労務単価の引上げなどを実施したところでございます。
　国土交通省といたしましては、引き続き、現場の状況をきめ細かく注視し、機動的に対策を講じることにより
被災地の復旧復興が一日も早く進むよう取り組んでまいります。

東日本大震災の復興予算の執行状況について
足立敏之委員：重ねて申し上げますが、不調不落対策としては、発注者サイド、特に市町村などの自治体の予定
価格の適正な設定というのが不可欠だというふうに思います。今後とも、引き続きしっかり対策を講じていただ
きたいというふうに思います。
　次に、東日本大震災の復旧復興についてお伺いをいたします。
　東日本大震災については、安倍内閣における最重要課題の一つとして政府を挙げて復旧復興に取り組んできた
結果、道路や海岸堤防などの基幹インフラの整備につきましてはかなり順調に進んできているというふうに思い
ます。今村大臣の所信演説でも、地震・津波被災地域では、生活に密着したインフラの復旧はほぼ終了し、住ま
いの再建も一歩ずつ着実に進展しておりますとの御
見解でございました。
　しかし、一般的に申しまして、現地からの悪い話
は小さなものでも伝わってまいりますけれども、良
い話はなかなか伝わってこない、それが実情でござ
います。このため、大多数の皆さんも、伝わってく
る悪い話に大変心配されているのではないかという
ふうに思います。本日は、そうした点に目を向けて、
順次質問をさせていただきたいと思います。
　まず、東日本大震災の復興予算につきまして、平
成21年度から25年度の予算に未使用が多いという指
摘を会計検査院がしています。一昨日の報道でも流
れておりました。本当にそんなに不用がたくさん出
て問題となるような状況なのか、復興庁の見解を伺
います。

限の支援を行ってまいりたいと考えているところ
でございます。

復興道路等の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　櫻井委員長にも当時御指導いただきましたけれ
ども、当時担当していた者としても、何とか責任
を果たせたのかなというふうに思っておりまし
て、柔軟な対応をしていただきまして心から感謝
を申し上げたいというふうに思います。
　次に、被災地の早期復興につながり、被災地の
経済発展の基盤ともなる道路整備について伺いた
いと思います。　私も、常磐自動車道が全線開通した後、一度自分の車で運転して被災地の中を走ってみました。
やはり道路がつながるということは大事なことなんだなというふうに、そのとき改めて強く感じました。地域の
期待を集めている復興道路、復興支援道路の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

石川国土交通省道路局長：お答えいたします。
　復興道路、復興支援道路は、平成23年７月29日に決定されました東日本大震災
からの復興の基本方針に位置付けられた道路でございまして、復興を支援する重要
な道路ネットワークでございます。これらの道路につきましては、早期にネットワー
クとしてつなげることにより、地元から期待される効果を発揮できるよう、地元の
御協力の下、異例のスピードで事業が進められているところでございます。
　復興道路、復興支援道路につきましては、国土交通省が中心となって整備してい
る路線、全長約550キロございますが、このうち約五割に当たります268キロメー
トルが開通いたしました。最近では、縦軸の三陸沿岸道路の南三陸道路約３キロが

今年の３月20日に、そして横断軸の一つでございます相馬福島道路の阿武隈東道路約11キロにつきましては３
月26日に、それぞれ開通したところでございます。また、この開通済み延長に開通予定を公表済みの区間を合
わせますと合計で503キロとなり、全体の約９割になります。
　引き続き、復興・創生期間内の平成32年度までの全線開通を目指し、地域の皆様の御協力をいただきながら
事業を推進してまいります。

気仙沼横断橋・大島架橋の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　少しローカルな話になりますけれども、先ほども気仙沼のお話を
させていただきましたが、先日、気仙沼で集まりがあった際に、市
街地の対岸にあります大島、地震の際に火災にも遭った島でござい
ますけれども、船で伺いました。現地では陸と直結できる大島架橋
の工事が進んでおります。お手元に資料４として配付をさせていた
だいておりますけれども、島民の皆様は陸とつながるということで
大変大きな期待を持っていらっしゃいます。
　現地ではこうして中央のアーチ部の架設が終わるなど工事は順調
に進んでおりますけれども、島民の皆さんは、大島架橋でつながる
この先の三陸沿岸道路、この整備も心配されています。特に、気仙

津波防潮堤の進捗状況について
足立敏之委員：次に、津波防潮堤について伺います。
　津波の防潮堤につきましては、今日は山田水管理・国土保全局長が御出席でございますが、私は、その四代前
の局長として直接担当させていただきました。本日出席の国土交通省の、先ほど答弁をした五道技術審議官も当
時は海岸室長として一緒に頑張っていただきました。どうもありがとうございました。
　当時は、堤防の高さの問題が論点に
なってございました。高さにつきまして
は、数十年から百数十年に１回起こるよ
うな比較的頻繁に発生する津波の高さ、
いわゆるL1対応と、五百年から千年に
１回起こるような最大クラスの津波の高
さ、L2対応の二つの考え方があります。
構造物としてはL1対応で設計すること
とし、それを超える規模の津波に対しま
しては多重防御の考え方でハード、ソフ
ト両面の施策を総動員して守る、そうい
う考え方としております。
　しかし、現地では、時間の経過ととも
に、計画の対象となる背後地の皆さんが
移転してしまったようなケースや、守るべき施設がなくなっている地域などが生まれており、人命を守らないな
ら堤防の高さをL1よりも下げるべきだというような意見もございまして、一部の地域で対立を生じました。
　こうしたことを受けまして、海岸管理者が地元の皆さんに丁寧に説明を行い、場合によっては計画の見直しを
行うなど、努力を重ねてかなり理解が進んできたんではないかというふうに思います。
　お手元に資料２、３を配付してございますけれども、そこの写真に示すとおり、被災した海岸の復旧も着実に
進んでおります。
　津波防潮堤の復旧復興の進捗状況について伺いたいと思います。また、私も被災直後に現地を訪れて御縁もご
ざいます気仙沼市の大谷海岸の復旧復興状況について特に御説明をお願いをいたします。

山田国土交通省水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　東日本大震災の被災地におけます防潮堤の整備の進捗につきましては、平成29
年の１月末時点で、全海岸の85％、これが着工済みでございまして、28％は既に
完成をしているところでございます。また、全海岸の99％で既に地元調整済みで
ございまして、被災六県からは平成32年度をめどに全ての海岸で防潮堤の完成を
目指すと聞いております。このように、防潮堤の整備は着実に進展しているものと
考えているところでございます。
　また、議員お尋ねの宮城県の気仙沼市大谷海岸、ここでは地元の住民の方々の要
望を踏まえまして県や市が住民説明会等を開催するとともに、県、市、それから国

等で防潮堤や大谷海岸周辺の町づくりの計画について検討や調整を進めてまいりました。その結果、地元の意向
に沿いまして、防潮堤をより陸側に引いて砂浜を30メートルから60メートル確保するとともに、防潮堤を兼ね
ました国道とその背後を一体的にかさ上げをして、そして当該地区を観光や災害対応の拠点として位置付け、昨
年７月末にまとめられました防潮堤と町づくりの計画に基づきまして、現在県において詳細な設計等を進めて
いると聞いております。
　海岸管理者である県などが地元に対して丁寧に対応していただいた結果、防潮堤の復旧が目に見える形で進ん
できていると考えているところでございますけれども、国土交通省といたしましても引き続き県などに対し最大
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沼の湾の奥を横断する横断橋という
大規模な橋がございます。その整備
が順調に進むのか、心配の声を聞き
ます。気仙沼湾奥の横断橋の整備の
見通しと関連する大島架橋の進捗状
況、そして今後の見通しについて伺
います。

石川局長：お答えいたします。
　東日本大震災の発災により、宮
城県気仙沼市におきましては、市
街地全域において津波による甚大
な被災があったとともに、離島で
ある大島が海上交通の途絶により

孤立状態になったところでございます。気仙沼
の復興に向けて委員から御指摘がございました
気仙沼横断橋、大島架橋につきましては地元か
ら早期整備の御要望をいただいているところで
ございます。
　気仙沼横断橋につきましては、三陸沿岸道路
の一部として気仙沼湾を横断する斜張橋を含む
長さ1.3キロの橋梁でございまして、斜張橋につ
きましては、国において下部工工事を推進する
とともに、上部工につきまして現在契約手続を
実施しているところでございます。
　大島架橋事業につきましては、気仙沼市街地

と大島を結ぶ約400メートルの橋梁を含む架橋事業でございます。先日架設が完了いたしまして、現在宮城県に
おきまして平成30年度開通に向け事業を進めていると聞いております。
　今後とも、気仙沼を始めとする被災地域の復興の支援に向け、関係自治体と連携しながら道路ネットワーク
の強化に引き続き取り組んでまいります。

福島第一原発の凍土壁について
足立敏之委員：できるだけ早期に供用できるよう
にお願いをしたいと思います。
　次に、福島の復旧復興についてお伺いをいたし
ます。
　今村大臣の所信演説でも、インフラ、生活環境
の整備の進展に伴い、順次避難指示が解除されて
おり、この春までに帰還困難区域を除くほとんど
の地域で避難指示が解除される見込みとのことで
すが、いまだに多くの避難者が不自由な生活を余
儀なくされている実情もございます。福島の復興
再生を加速するためには、除染や中間貯蔵施設の
整備の促進、さらには福島の第一原発の汚染水対策の推進が必要というふうに考えます。

　まず、福島原発で地下水の
流入対策として用いている凍
土壁について伺いたいと思い
ます。
　この凍土壁については疑問
を呈する声もありましたけれ
ども、私自身も土木の技術屋
として経験をしておりますけ
れども、あのような狭い場所
で、かつ地下埋設物の多いと
ころでしっかりと水を止める
という工法としては最も優れ
た方法であるというふうに私
自身考えておりました。
　お手元に資料を配付してご
ざいますけれども、資料の７
でございますけれども、凍土
壁の効果を示した図でございます。紫色のところはしっかり凍結しているところ、それから赤や黄色などのと
ころは地下水の調整の観点であらかじめ凍結を見合わせている、空けてあるブロックであります。凍土壁がしっ
かり凍結している状況は、これを見ても明らかだというふうに思います。
　もう一枚、資料８のグラフでございますけれども、これは降雨と地下水くみ上げ量のデータでございます。
くみ上げ量が次第に減少しているということは、凍土壁の効果が現れている証だというふうに思います。しかし、
報道を見ますと、なかなか固まらなくて役に立っていないとか、そういうような報道もございました。実際の
ところはどうなんでしょうか。福島第一原発の汚染水の処理対策、特に凍土壁の現状と、今後の見通しについ
て伺います。

小澤経産省政策統括調整官：お答えいたします。
　先生御指摘の凍土壁につきましては、これは汚染源に水を近づけないための予防
的かつ重層的な対策の一つとして実施しているものでございます。具体的には、お
示しいただいた資料にもございますように、福島第一原子力発電所の１から４号機
までの原子炉建屋の周りを凍結管で狭い範囲で囲みまして、土壌を凍結して地下水
の流入を抑制するというものでございます。
　海側と陸側がございますけれども、まず海側につきましては、昨年10月に凍結
を完了いたしました。護岸からの地下水のくみ上げ量、これも先生にお示しいただ
きました資料にもございますが、このくみ上げ量が凍結開始前の日量約400トンか

ら約３分の１、120トン程度まで減少するなど、遮水効果が現れているものというように認識しております。
　また、山側につきましては、現在、約99％まで凍結が進展しております。壁の内外の水位差、これが拡大し
まして、遮水効果が現れ始めている状況でございます。さらに、これまで未凍結としていました７か所のうち、
先月までに６か所の凍結が開始されております。残りの一か所につきましても、原子力規制委員会において確認
をいただきながら、凍結に向けて判断をして、凍結を進めていくということになろうかというように考えており
ます。
　今後とも、山側の凍結完了に向けまして、早期に原子力規制委員会からの認可を取得いたしまして、安全かつ
着実に作業を進められるよう、引き続き東京電力と協力し、そして指導しながら進めてまいりたいと考えており
ます。

中間貯蔵施設用地の進捗状況について
足立敏之委員：凍土壁が一定の効果を収めて
いるということであれば、早期に全面的な凍
結を進めて、地下水の進入を阻止することが
大事だというふうに思います。
　汚染水の増加が抑制できるように、早急に
作業を進めていただきたいというふうにお願
いを申し上げます。
　次に、中間貯蔵施設です。この施設につい
ては、やはり報道では、なかなか用地の取得
が進まず、事業が大きく後れを取っていると
いうようなことがあります。しかし、一方で、
環境省を始めとする皆様の御努力によりまし
てかなり進展があったとも聞いております。
お手元の資料５、６でございますけれども、
用地の取得についてもかなり伸びているというふうに伺いました。
　中間貯蔵施設の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

小川環境省審議官：お答えいたします。
　福島県内の除染作業で生じた除去土壌等を保管する中間貯蔵施設でございますけ
れども、まず、施設の整備に必要な用地について、３月末時点で774件、約376ヘ
クタールについて契約に至るなど着実に進捗してきております。また、昨年11月
に土壌貯蔵施設などの本格施設を着工し、整備を進めております。今年度は、さらに、
用地担当の職員を増員して用地取得に全力を挙げるとともに、必要な施設整備を進
めてまいります。
　次に、除染土壌等の輸送につきましてですが、昨年度までに約23万立方メート
ルの搬入を完了しております。今年度は50万立方メートル程度の除染土壌等を輸

送する方針でございます。
　今後とも、中間貯蔵施設に係る当面５年間の見通しに沿って、中間貯蔵施設事業に全力で取り組んでまいりま
す。

建設産業へのエールを含め復旧復興へのご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　今後、運搬に伴う問題などいろいろ課題もあろうかと思いますが、引き
続きしっかり進捗に努めていただきたいというふうに思います。
　最後の質問に移らせていただきます。
　今日いろいろ伺いましたけれども、報道で伺っているのと少し違うよう
なところもあったというふうに思います。かなり全体的には進捗している
ような感触を得ました。また、これからもしっかり進んでいける、そうい
う感触も得たところであります。
　今後の東日本大震災からの復旧復興に向けて、改めて今村大臣の御決意
を伺い、できましたら、先ほど申しました建設、頑張っている建設産業へ
のエールも含めてお言葉をいただいて、質問を終わりたいと思います。

今村復興大臣：東日本の被災、まさに未曽有、そしてまた未経験の大変な災害
だったわけであります。そういう中で、本当に建設関連業界の方々には、大変
な困難の中で日夜を分かたぬ努力をしていただいたわけであります。おかげさ
まで、生活インフラはほぼでき上がりました。あとは、やはり復興道路であり
ますとか防潮堤でありますとか、まさに地域をこれから復興再生していく大き
なこれは牽引力として更に充実をしなければいけないわけであります。
　そして、今回の経験は、ある意味では、これから日本がいろんな形で、いろ
んな大災害等々予想されるわけでありますが、是非そういったものにも備えて、
今回得られた経験あるいは知見、そういったものをまたしっかりと記憶にとい
いますか、体験を積んでいただいて、今後のそういった大災害にもしっかりと
対応できるような努力を是非していっていただきたいし、我々政府としてもそ
ういった取組に対してしっかりと応援をしてまいります。

　改めてでありますが、こういったことで頑張っていただいた方に心から敬意を表し、感謝申し上げる次第であ
ります。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　今日、私が質問した様々なプロジェクトは、みんな建設産業が担っているところでございます。建設産業の活
躍なくして東北の復興なし、そういうふうに私は思っておりまして、その点につきましても皆様にしっかり御理
解いただければ有り難いというふうに思います。
　以上で質問を終わります。ありがとうございました。

小澤典明経産省政策統括調整官
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櫻井 充東日本大震災復興特別委員長：ただ
いまから東日本大震災復興特別委員会を開会
いたします。
　東日本大震災復興の総合的対策に関する調
査を議題とし、東日本大震災復興の基本施策
に関する件について質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。

熊本地震の復旧復興について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でござ
います。
　私は、国土交通省で長らく勤務をしてまい
りまして、防災対策や治水対策を担当し、東日本大震災の復旧復興にも、水管理・国土保全局長、そして技監と
して携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせていただきたいと思います。
　まずは、昨年の４月14日、まさにちょうど１年前の今日、熊本地震の前震とも言われる一つ目の震度７の大き
な地震が発生をいたしました。２日後の16日には本震と言われる二つ目の震度７の地震が発生し、この二つの地
震などによりまして熊本県を中心に大変大きな被害をもたらしました。亡くなられた皆様に衷心より哀悼の意を
表しますとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。これからも被災地に寄り添って、早
期の復旧復興に努めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
　私は、発災の二週間後の４月29日、熊本市と益城町に伺いまして被災地を調査をさせていただきました。古い
立派な住宅がとても大きな被害を受けていた、そのことに心を痛めました。また、９月８日には阿蘇大橋など阿

蘇地方の被災地にも伺いま
した。資料としてお配りを
しました、私が撮影した写
真に示すとおりの状況でご
ざいました。大規模な地震
の巨大なエネルギーに恐怖
感を感じるほどでございま
した。私としても、被災地
の一日も早い復旧復興を
願っております。
　さて、熊本地震から１年
になりますが、現在までの
復旧復興状況について伺い
たいと思います。また、５
年前に発生した東日本大震
災などの経験や教訓が熊本
の震災対応にどう生きたの
かも併せてお伺いをいたし
ます。

伊丹内閣府大臣官房審議官：お答えいたします。
　政府といたしましては、熊本地震発災後、速やかに激甚災害の指定を行ったほか、
これまでに三次にわたる補正予算等を通じた財政支援措置等を講じておりまして、
これらをフルに活用して復旧復興を後押ししてきたところでございます。
　具体的には、4,303戸の応急仮設住宅の全戸完成を始めとする住まいの確保、崩
落した阿蘇大橋の橋梁の本体工事の契約を行ったほか、県道熊本高森線の俵山トン
ネルと旧道を活用した東西方向の通行の確保を始めとするインフラの復旧など、被
災自治体と一体となって取り組んでおりまして、復旧復興は着実に進んでいる状況
でございます。
　また、熊本地震の際には、東日本大震災等の経験や教訓を生かし、自治体の要請

を待たず必要な物資等を緊急に供給するプッシュ型支援を初めて実施したほか、NPOと行政との連携が重要で
あることから、熊本地震・支援団体火の国会議を設立し、国、自治体及びNPOの情報共有、活動調整を行うな
どの取組を行ったところであります。さらに、熊本地震でも全国の自治体等から応援派遣を受けた経験、教訓を
踏まえ、先月末には自治体における災害時の受援体制に関するガイドラインを策定したところであります。
　今後とも、将来の災害に備え、貴重な経験や教訓を基に災害対策の不断の改善を行ってまいりたいと考えてお
ります。

熊本の災害復旧工事の不調不落対策について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。様々な教訓、経験が後世に生きるようにしていただきたい。内
閣府の防災担当はその大事な担い手だというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
　ところで、熊本の震災におきましては、自衛隊や警察、消防の皆さんも全力で頑張っていただきましたが、地
域の建設業の皆さんが、測量設計業やコンサルタントも含めまして、しっかり頑張って応急対応が行われ、復旧
復興の道筋が付けられたというふうに考えております。
　建設産業の皆さんは、そこに住んで守るという大事な災害時の地域の守り手としての役割も担っております。
建設産業の皆さんが、場合によっては被災者となっているにもかかわらず、真っ先に現場に駆け付け、被災状況
の緊急調査や被災者の支援、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確保など、様々な緊急対応やその後の復旧復興
の担い手として大切な役割を果たしています。私の知っている測量会社の社長さんは、会社が被災してしまった
にもかかわらず、協会の会議室に寝泊まりして応急対応の仕事に頑張ってくださいました。建設産業の皆さん
の頑張りに心から敬意を表しますとともに、感謝を申し上げます。
　しかし、その一方で、熊本の災害復旧工事では不調不落が増加しているというふうに聞きます。需給のミスマッ
チが起こっているようであります。東日本大震災の際には、不調不落対策を徹底するため、国土交通大臣が出席
されまして復興加速化会議を開催し、対応
をいたしました。私も当時技監でありまし
たが、平成25年10月にこの会議に参加を
いたしました。予定価格の適正な設定に寄
与する復興係数の導入、復興歩掛かりなど、
様々な対策を講じて一定の効果を上げて
きたというふうに思っております。
　東日本大震災のこの貴重な経験を踏まえ
まして、熊本では、災害復旧工事の不調不
落問題に、特に発注者サイドの予定価格の
適正な設定を始め、どのような対策を講じ
ているのか、伺います。

大鹿復興庁統括官付審議官：お答え申し上げます。
　今般取りまとめられましたこの会計検査院の報告書におきましては、５年間の集
中復興期間における予算の執行状況といたしまして、累計の支出済額が約27.6兆円、
このほかに平成28年度への繰越額が約1.4兆円、それから平成27年度の不用額とし
まして0.5兆円、それから５年間の累計の不用額としまして約4.5兆円、それから支
出済歳出額のうち地方公共団体の基金等に約３兆円が積み残されていると、こう
いったデータが示されております。
　これを踏まえまして、未使用額、繰越しとか不用等を含めていると認識しており
ますが、未使用額が約５兆円、ないしは累計の不用額を用いまして約９兆円といっ
た新聞報道等がなされているというふうに承知をしております。
　この背景でございますけれども、未曽有の大災害でありましたこの東日本大震災からの復旧復興には多くの困
難あるいは長期の取組といったものが伴うわけでありますけれども、予算編成におきましては、一日も早い復興
に向け、十分な予算額を毎年度確保してまいりました。
　一方、大震災からのこの復旧復興事業の特性といたしまして、用地取得や地元調整等に時間を要し、結果とし
て繰越しや不用を生じるケースが間々ありました。
　また、東日本大震災の場合におきましては、被災自治体の事務負担あるいは予算不足に対する不安感といった
ものに考慮しまして、複数年度にわたる事業につきましては特例的に基金制度を多く用いまして事業に係る資金
をあらかじめ前倒しをするといった手法を用いてまいりました。
　こうした要因から、比較的多額の繰越し、不用のほかに、被災自治体における基金の残といったものが発生し
ているというふうに認識しております。
　復興庁といたしましては、こうした繰越し、不用等の発生をもちまして、事業が行われていない、あるいは進
んでいないといった誤解を特に地元におきまして招くことのないように、広く復興の進捗状況を周知してまいり
ますとともに、会計検査院の各般にわたる御指摘も踏まえまして、今後とも復興予算の適切な計上、執行に努め
てまいりたいというふうに考えております。

五道国土交通省技術審議官：お答えいたします。
　東日本大震災の復旧復興工事の実施に当たっては、入札の不調、不落や生コンの
不足が大きな課題となったため、国土交通省では復興加速化会議等において、被災
地の実態に応じて予定価格の割増しを行う復興歩掛かりや復興係数の導入、実勢を
踏まえた公共工事設計労務単価の引上げ、国、地方公共団体等の発注見通しの統合、
生コンプラントの増設などの対策を講じたところです。その結果、直轄工事では、
ピーク時には約72％あった不調、不落の割合が、先月３月には約11％にまで低下し
たところです。
　熊本地震の対応に当たっては、東日本大震災の対応を踏まえ、復旧工事が本格化
する前の昨年の７月に資材や労働者が不足し遠方からの調達が必要となる場合には

必要経費を適正に支払うよう通知したところでございます。
　また、昨年秋以降、不調、不落の割合が上昇してきたことなどから、関係者間において情報共有や対応策を検
討を行うため、昨年11月に国、県、市町村、建設産業団体等により構成する熊本地震等復旧・復興工事情報連絡
会議の設置、今年の１月より国、地方公共団体等の発注見通しの統合、２月に復興歩掛かり、復興係数の導入、
３月には公共工事設計労務単価の引上げなどを実施したところでございます。
　国土交通省といたしましては、引き続き、現場の状況をきめ細かく注視し、機動的に対策を講じることにより
被災地の復旧復興が一日も早く進むよう取り組んでまいります。

東日本大震災の復興予算の執行状況について
足立敏之委員：重ねて申し上げますが、不調不落対策としては、発注者サイド、特に市町村などの自治体の予定
価格の適正な設定というのが不可欠だというふうに思います。今後とも、引き続きしっかり対策を講じていただ
きたいというふうに思います。
　次に、東日本大震災の復旧復興についてお伺いをいたします。
　東日本大震災については、安倍内閣における最重要課題の一つとして政府を挙げて復旧復興に取り組んできた
結果、道路や海岸堤防などの基幹インフラの整備につきましてはかなり順調に進んできているというふうに思い
ます。今村大臣の所信演説でも、地震・津波被災地域では、生活に密着したインフラの復旧はほぼ終了し、住ま
いの再建も一歩ずつ着実に進展しておりますとの御
見解でございました。
　しかし、一般的に申しまして、現地からの悪い話
は小さなものでも伝わってまいりますけれども、良
い話はなかなか伝わってこない、それが実情でござ
います。このため、大多数の皆さんも、伝わってく
る悪い話に大変心配されているのではないかという
ふうに思います。本日は、そうした点に目を向けて、
順次質問をさせていただきたいと思います。
　まず、東日本大震災の復興予算につきまして、平
成21年度から25年度の予算に未使用が多いという指
摘を会計検査院がしています。一昨日の報道でも流
れておりました。本当にそんなに不用がたくさん出
て問題となるような状況なのか、復興庁の見解を伺
います。

限の支援を行ってまいりたいと考えているところ
でございます。

復興道路等の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　櫻井委員長にも当時御指導いただきましたけれ
ども、当時担当していた者としても、何とか責任
を果たせたのかなというふうに思っておりまし
て、柔軟な対応をしていただきまして心から感謝
を申し上げたいというふうに思います。
　次に、被災地の早期復興につながり、被災地の
経済発展の基盤ともなる道路整備について伺いた
いと思います。　私も、常磐自動車道が全線開通した後、一度自分の車で運転して被災地の中を走ってみました。
やはり道路がつながるということは大事なことなんだなというふうに、そのとき改めて強く感じました。地域の
期待を集めている復興道路、復興支援道路の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

石川国土交通省道路局長：お答えいたします。
　復興道路、復興支援道路は、平成23年７月29日に決定されました東日本大震災
からの復興の基本方針に位置付けられた道路でございまして、復興を支援する重要
な道路ネットワークでございます。これらの道路につきましては、早期にネットワー
クとしてつなげることにより、地元から期待される効果を発揮できるよう、地元の
御協力の下、異例のスピードで事業が進められているところでございます。
　復興道路、復興支援道路につきましては、国土交通省が中心となって整備してい
る路線、全長約550キロございますが、このうち約五割に当たります268キロメー
トルが開通いたしました。最近では、縦軸の三陸沿岸道路の南三陸道路約３キロが

今年の３月20日に、そして横断軸の一つでございます相馬福島道路の阿武隈東道路約11キロにつきましては３
月26日に、それぞれ開通したところでございます。また、この開通済み延長に開通予定を公表済みの区間を合
わせますと合計で503キロとなり、全体の約９割になります。
　引き続き、復興・創生期間内の平成32年度までの全線開通を目指し、地域の皆様の御協力をいただきながら
事業を推進してまいります。

気仙沼横断橋・大島架橋の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　少しローカルな話になりますけれども、先ほども気仙沼のお話を
させていただきましたが、先日、気仙沼で集まりがあった際に、市
街地の対岸にあります大島、地震の際に火災にも遭った島でござい
ますけれども、船で伺いました。現地では陸と直結できる大島架橋
の工事が進んでおります。お手元に資料４として配付をさせていた
だいておりますけれども、島民の皆様は陸とつながるということで
大変大きな期待を持っていらっしゃいます。
　現地ではこうして中央のアーチ部の架設が終わるなど工事は順調
に進んでおりますけれども、島民の皆さんは、大島架橋でつながる
この先の三陸沿岸道路、この整備も心配されています。特に、気仙

津波防潮堤の進捗状況について
足立敏之委員：次に、津波防潮堤について伺います。
　津波の防潮堤につきましては、今日は山田水管理・国土保全局長が御出席でございますが、私は、その四代前
の局長として直接担当させていただきました。本日出席の国土交通省の、先ほど答弁をした五道技術審議官も当
時は海岸室長として一緒に頑張っていただきました。どうもありがとうございました。
　当時は、堤防の高さの問題が論点に
なってございました。高さにつきまして
は、数十年から百数十年に１回起こるよ
うな比較的頻繁に発生する津波の高さ、
いわゆるL1対応と、五百年から千年に
１回起こるような最大クラスの津波の高
さ、L2対応の二つの考え方があります。
構造物としてはL1対応で設計すること
とし、それを超える規模の津波に対しま
しては多重防御の考え方でハード、ソフ
ト両面の施策を総動員して守る、そうい
う考え方としております。
　しかし、現地では、時間の経過ととも
に、計画の対象となる背後地の皆さんが
移転してしまったようなケースや、守るべき施設がなくなっている地域などが生まれており、人命を守らないな
ら堤防の高さをL1よりも下げるべきだというような意見もございまして、一部の地域で対立を生じました。
　こうしたことを受けまして、海岸管理者が地元の皆さんに丁寧に説明を行い、場合によっては計画の見直しを
行うなど、努力を重ねてかなり理解が進んできたんではないかというふうに思います。
　お手元に資料２、３を配付してございますけれども、そこの写真に示すとおり、被災した海岸の復旧も着実に
進んでおります。
　津波防潮堤の復旧復興の進捗状況について伺いたいと思います。また、私も被災直後に現地を訪れて御縁もご
ざいます気仙沼市の大谷海岸の復旧復興状況について特に御説明をお願いをいたします。

山田国土交通省水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　東日本大震災の被災地におけます防潮堤の整備の進捗につきましては、平成29
年の１月末時点で、全海岸の85％、これが着工済みでございまして、28％は既に
完成をしているところでございます。また、全海岸の99％で既に地元調整済みで
ございまして、被災六県からは平成32年度をめどに全ての海岸で防潮堤の完成を
目指すと聞いております。このように、防潮堤の整備は着実に進展しているものと
考えているところでございます。
　また、議員お尋ねの宮城県の気仙沼市大谷海岸、ここでは地元の住民の方々の要
望を踏まえまして県や市が住民説明会等を開催するとともに、県、市、それから国

等で防潮堤や大谷海岸周辺の町づくりの計画について検討や調整を進めてまいりました。その結果、地元の意向
に沿いまして、防潮堤をより陸側に引いて砂浜を30メートルから60メートル確保するとともに、防潮堤を兼ね
ました国道とその背後を一体的にかさ上げをして、そして当該地区を観光や災害対応の拠点として位置付け、昨
年７月末にまとめられました防潮堤と町づくりの計画に基づきまして、現在県において詳細な設計等を進めて
いると聞いております。
　海岸管理者である県などが地元に対して丁寧に対応していただいた結果、防潮堤の復旧が目に見える形で進ん
できていると考えているところでございますけれども、国土交通省といたしましても引き続き県などに対し最大
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沼の湾の奥を横断する横断橋という
大規模な橋がございます。その整備
が順調に進むのか、心配の声を聞き
ます。気仙沼湾奥の横断橋の整備の
見通しと関連する大島架橋の進捗状
況、そして今後の見通しについて伺
います。

石川局長：お答えいたします。
　東日本大震災の発災により、宮
城県気仙沼市におきましては、市
街地全域において津波による甚大
な被災があったとともに、離島で
ある大島が海上交通の途絶により

孤立状態になったところでございます。気仙沼
の復興に向けて委員から御指摘がございました
気仙沼横断橋、大島架橋につきましては地元か
ら早期整備の御要望をいただいているところで
ございます。
　気仙沼横断橋につきましては、三陸沿岸道路
の一部として気仙沼湾を横断する斜張橋を含む
長さ1.3キロの橋梁でございまして、斜張橋につ
きましては、国において下部工工事を推進する
とともに、上部工につきまして現在契約手続を
実施しているところでございます。
　大島架橋事業につきましては、気仙沼市街地

と大島を結ぶ約400メートルの橋梁を含む架橋事業でございます。先日架設が完了いたしまして、現在宮城県に
おきまして平成30年度開通に向け事業を進めていると聞いております。
　今後とも、気仙沼を始めとする被災地域の復興の支援に向け、関係自治体と連携しながら道路ネットワーク
の強化に引き続き取り組んでまいります。

福島第一原発の凍土壁について
足立敏之委員：できるだけ早期に供用できるよう
にお願いをしたいと思います。
　次に、福島の復旧復興についてお伺いをいたし
ます。
　今村大臣の所信演説でも、インフラ、生活環境
の整備の進展に伴い、順次避難指示が解除されて
おり、この春までに帰還困難区域を除くほとんど
の地域で避難指示が解除される見込みとのことで
すが、いまだに多くの避難者が不自由な生活を余
儀なくされている実情もございます。福島の復興
再生を加速するためには、除染や中間貯蔵施設の
整備の促進、さらには福島の第一原発の汚染水対策の推進が必要というふうに考えます。

　まず、福島原発で地下水の
流入対策として用いている凍
土壁について伺いたいと思い
ます。
　この凍土壁については疑問
を呈する声もありましたけれ
ども、私自身も土木の技術屋
として経験をしておりますけ
れども、あのような狭い場所
で、かつ地下埋設物の多いと
ころでしっかりと水を止める
という工法としては最も優れ
た方法であるというふうに私
自身考えておりました。
　お手元に資料を配付してご
ざいますけれども、資料の７
でございますけれども、凍土
壁の効果を示した図でございます。紫色のところはしっかり凍結しているところ、それから赤や黄色などのと
ころは地下水の調整の観点であらかじめ凍結を見合わせている、空けてあるブロックであります。凍土壁がしっ
かり凍結している状況は、これを見ても明らかだというふうに思います。
　もう一枚、資料８のグラフでございますけれども、これは降雨と地下水くみ上げ量のデータでございます。
くみ上げ量が次第に減少しているということは、凍土壁の効果が現れている証だというふうに思います。しかし、
報道を見ますと、なかなか固まらなくて役に立っていないとか、そういうような報道もございました。実際の
ところはどうなんでしょうか。福島第一原発の汚染水の処理対策、特に凍土壁の現状と、今後の見通しについ
て伺います。

小澤経産省政策統括調整官：お答えいたします。
　先生御指摘の凍土壁につきましては、これは汚染源に水を近づけないための予防
的かつ重層的な対策の一つとして実施しているものでございます。具体的には、お
示しいただいた資料にもございますように、福島第一原子力発電所の１から４号機
までの原子炉建屋の周りを凍結管で狭い範囲で囲みまして、土壌を凍結して地下水
の流入を抑制するというものでございます。
　海側と陸側がございますけれども、まず海側につきましては、昨年10月に凍結
を完了いたしました。護岸からの地下水のくみ上げ量、これも先生にお示しいただ
きました資料にもございますが、このくみ上げ量が凍結開始前の日量約400トンか

ら約３分の１、120トン程度まで減少するなど、遮水効果が現れているものというように認識しております。
　また、山側につきましては、現在、約99％まで凍結が進展しております。壁の内外の水位差、これが拡大し
まして、遮水効果が現れ始めている状況でございます。さらに、これまで未凍結としていました７か所のうち、
先月までに６か所の凍結が開始されております。残りの一か所につきましても、原子力規制委員会において確認
をいただきながら、凍結に向けて判断をして、凍結を進めていくということになろうかというように考えており
ます。
　今後とも、山側の凍結完了に向けまして、早期に原子力規制委員会からの認可を取得いたしまして、安全かつ
着実に作業を進められるよう、引き続き東京電力と協力し、そして指導しながら進めてまいりたいと考えており
ます。

中間貯蔵施設用地の進捗状況について
足立敏之委員：凍土壁が一定の効果を収めて
いるということであれば、早期に全面的な凍
結を進めて、地下水の進入を阻止することが
大事だというふうに思います。
　汚染水の増加が抑制できるように、早急に
作業を進めていただきたいというふうにお願
いを申し上げます。
　次に、中間貯蔵施設です。この施設につい
ては、やはり報道では、なかなか用地の取得
が進まず、事業が大きく後れを取っていると
いうようなことがあります。しかし、一方で、
環境省を始めとする皆様の御努力によりまし
てかなり進展があったとも聞いております。
お手元の資料５、６でございますけれども、
用地の取得についてもかなり伸びているというふうに伺いました。
　中間貯蔵施設の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

小川環境省審議官：お答えいたします。
　福島県内の除染作業で生じた除去土壌等を保管する中間貯蔵施設でございますけ
れども、まず、施設の整備に必要な用地について、３月末時点で774件、約376ヘ
クタールについて契約に至るなど着実に進捗してきております。また、昨年11月
に土壌貯蔵施設などの本格施設を着工し、整備を進めております。今年度は、さらに、
用地担当の職員を増員して用地取得に全力を挙げるとともに、必要な施設整備を進
めてまいります。
　次に、除染土壌等の輸送につきましてですが、昨年度までに約23万立方メート
ルの搬入を完了しております。今年度は50万立方メートル程度の除染土壌等を輸

送する方針でございます。
　今後とも、中間貯蔵施設に係る当面５年間の見通しに沿って、中間貯蔵施設事業に全力で取り組んでまいりま
す。

建設産業へのエールを含め復旧復興へのご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　今後、運搬に伴う問題などいろいろ課題もあろうかと思いますが、引き
続きしっかり進捗に努めていただきたいというふうに思います。
　最後の質問に移らせていただきます。
　今日いろいろ伺いましたけれども、報道で伺っているのと少し違うよう
なところもあったというふうに思います。かなり全体的には進捗している
ような感触を得ました。また、これからもしっかり進んでいける、そうい
う感触も得たところであります。
　今後の東日本大震災からの復旧復興に向けて、改めて今村大臣の御決意
を伺い、できましたら、先ほど申しました建設、頑張っている建設産業へ
のエールも含めてお言葉をいただいて、質問を終わりたいと思います。

今村復興大臣：東日本の被災、まさに未曽有、そしてまた未経験の大変な災害
だったわけであります。そういう中で、本当に建設関連業界の方々には、大変
な困難の中で日夜を分かたぬ努力をしていただいたわけであります。おかげさ
まで、生活インフラはほぼでき上がりました。あとは、やはり復興道路であり
ますとか防潮堤でありますとか、まさに地域をこれから復興再生していく大き
なこれは牽引力として更に充実をしなければいけないわけであります。
　そして、今回の経験は、ある意味では、これから日本がいろんな形で、いろ
んな大災害等々予想されるわけでありますが、是非そういったものにも備えて、
今回得られた経験あるいは知見、そういったものをまたしっかりと記憶にとい
いますか、体験を積んでいただいて、今後のそういった大災害にもしっかりと
対応できるような努力を是非していっていただきたいし、我々政府としてもそ
ういった取組に対してしっかりと応援をしてまいります。

　改めてでありますが、こういったことで頑張っていただいた方に心から敬意を表し、感謝申し上げる次第であ
ります。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　今日、私が質問した様々なプロジェクトは、みんな建設産業が担っているところでございます。建設産業の活
躍なくして東北の復興なし、そういうふうに私は思っておりまして、その点につきましても皆様にしっかり御理
解いただければ有り難いというふうに思います。
　以上で質問を終わります。ありがとうございました。

小川晃範環境省審議官

中間貯蔵施設に係る用地取得の推移
契約件数（平成27年3月～平成29年3月）

契約面積（平成27年3月～平成29年3月）

［資料提供：環境省］



櫻井 充東日本大震災復興特別委員長：ただ
いまから東日本大震災復興特別委員会を開会
いたします。
　東日本大震災復興の総合的対策に関する調
査を議題とし、東日本大震災復興の基本施策
に関する件について質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。

熊本地震の復旧復興について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でござ
います。
　私は、国土交通省で長らく勤務をしてまい
りまして、防災対策や治水対策を担当し、東日本大震災の復旧復興にも、水管理・国土保全局長、そして技監と
して携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせていただきたいと思います。
　まずは、昨年の４月14日、まさにちょうど１年前の今日、熊本地震の前震とも言われる一つ目の震度７の大き
な地震が発生をいたしました。２日後の16日には本震と言われる二つ目の震度７の地震が発生し、この二つの地
震などによりまして熊本県を中心に大変大きな被害をもたらしました。亡くなられた皆様に衷心より哀悼の意を
表しますとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。これからも被災地に寄り添って、早
期の復旧復興に努めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
　私は、発災の二週間後の４月29日、熊本市と益城町に伺いまして被災地を調査をさせていただきました。古い
立派な住宅がとても大きな被害を受けていた、そのことに心を痛めました。また、９月８日には阿蘇大橋など阿

蘇地方の被災地にも伺いま
した。資料としてお配りを
しました、私が撮影した写
真に示すとおりの状況でご
ざいました。大規模な地震
の巨大なエネルギーに恐怖
感を感じるほどでございま
した。私としても、被災地
の一日も早い復旧復興を
願っております。
　さて、熊本地震から１年
になりますが、現在までの
復旧復興状況について伺い
たいと思います。また、５
年前に発生した東日本大震
災などの経験や教訓が熊本
の震災対応にどう生きたの
かも併せてお伺いをいたし
ます。

伊丹内閣府大臣官房審議官：お答えいたします。
　政府といたしましては、熊本地震発災後、速やかに激甚災害の指定を行ったほか、
これまでに三次にわたる補正予算等を通じた財政支援措置等を講じておりまして、
これらをフルに活用して復旧復興を後押ししてきたところでございます。
　具体的には、4,303戸の応急仮設住宅の全戸完成を始めとする住まいの確保、崩
落した阿蘇大橋の橋梁の本体工事の契約を行ったほか、県道熊本高森線の俵山トン
ネルと旧道を活用した東西方向の通行の確保を始めとするインフラの復旧など、被
災自治体と一体となって取り組んでおりまして、復旧復興は着実に進んでいる状況
でございます。
　また、熊本地震の際には、東日本大震災等の経験や教訓を生かし、自治体の要請

を待たず必要な物資等を緊急に供給するプッシュ型支援を初めて実施したほか、NPOと行政との連携が重要で
あることから、熊本地震・支援団体火の国会議を設立し、国、自治体及びNPOの情報共有、活動調整を行うな
どの取組を行ったところであります。さらに、熊本地震でも全国の自治体等から応援派遣を受けた経験、教訓を
踏まえ、先月末には自治体における災害時の受援体制に関するガイドラインを策定したところであります。
　今後とも、将来の災害に備え、貴重な経験や教訓を基に災害対策の不断の改善を行ってまいりたいと考えてお
ります。

熊本の災害復旧工事の不調不落対策について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。様々な教訓、経験が後世に生きるようにしていただきたい。内
閣府の防災担当はその大事な担い手だというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
　ところで、熊本の震災におきましては、自衛隊や警察、消防の皆さんも全力で頑張っていただきましたが、地
域の建設業の皆さんが、測量設計業やコンサルタントも含めまして、しっかり頑張って応急対応が行われ、復旧
復興の道筋が付けられたというふうに考えております。
　建設産業の皆さんは、そこに住んで守るという大事な災害時の地域の守り手としての役割も担っております。
建設産業の皆さんが、場合によっては被災者となっているにもかかわらず、真っ先に現場に駆け付け、被災状況
の緊急調査や被災者の支援、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確保など、様々な緊急対応やその後の復旧復興
の担い手として大切な役割を果たしています。私の知っている測量会社の社長さんは、会社が被災してしまった
にもかかわらず、協会の会議室に寝泊まりして応急対応の仕事に頑張ってくださいました。建設産業の皆さん
の頑張りに心から敬意を表しますとともに、感謝を申し上げます。
　しかし、その一方で、熊本の災害復旧工事では不調不落が増加しているというふうに聞きます。需給のミスマッ
チが起こっているようであります。東日本大震災の際には、不調不落対策を徹底するため、国土交通大臣が出席
されまして復興加速化会議を開催し、対応
をいたしました。私も当時技監でありまし
たが、平成25年10月にこの会議に参加を
いたしました。予定価格の適正な設定に寄
与する復興係数の導入、復興歩掛かりなど、
様々な対策を講じて一定の効果を上げて
きたというふうに思っております。
　東日本大震災のこの貴重な経験を踏まえ
まして、熊本では、災害復旧工事の不調不
落問題に、特に発注者サイドの予定価格の
適正な設定を始め、どのような対策を講じ
ているのか、伺います。

大鹿復興庁統括官付審議官：お答え申し上げます。
　今般取りまとめられましたこの会計検査院の報告書におきましては、５年間の集
中復興期間における予算の執行状況といたしまして、累計の支出済額が約27.6兆円、
このほかに平成28年度への繰越額が約1.4兆円、それから平成27年度の不用額とし
まして0.5兆円、それから５年間の累計の不用額としまして約4.5兆円、それから支
出済歳出額のうち地方公共団体の基金等に約３兆円が積み残されていると、こう
いったデータが示されております。
　これを踏まえまして、未使用額、繰越しとか不用等を含めていると認識しており
ますが、未使用額が約５兆円、ないしは累計の不用額を用いまして約９兆円といっ
た新聞報道等がなされているというふうに承知をしております。
　この背景でございますけれども、未曽有の大災害でありましたこの東日本大震災からの復旧復興には多くの困
難あるいは長期の取組といったものが伴うわけでありますけれども、予算編成におきましては、一日も早い復興
に向け、十分な予算額を毎年度確保してまいりました。
　一方、大震災からのこの復旧復興事業の特性といたしまして、用地取得や地元調整等に時間を要し、結果とし
て繰越しや不用を生じるケースが間々ありました。
　また、東日本大震災の場合におきましては、被災自治体の事務負担あるいは予算不足に対する不安感といった
ものに考慮しまして、複数年度にわたる事業につきましては特例的に基金制度を多く用いまして事業に係る資金
をあらかじめ前倒しをするといった手法を用いてまいりました。
　こうした要因から、比較的多額の繰越し、不用のほかに、被災自治体における基金の残といったものが発生し
ているというふうに認識しております。
　復興庁といたしましては、こうした繰越し、不用等の発生をもちまして、事業が行われていない、あるいは進
んでいないといった誤解を特に地元におきまして招くことのないように、広く復興の進捗状況を周知してまいり
ますとともに、会計検査院の各般にわたる御指摘も踏まえまして、今後とも復興予算の適切な計上、執行に努め
てまいりたいというふうに考えております。

五道国土交通省技術審議官：お答えいたします。
　東日本大震災の復旧復興工事の実施に当たっては、入札の不調、不落や生コンの
不足が大きな課題となったため、国土交通省では復興加速化会議等において、被災
地の実態に応じて予定価格の割増しを行う復興歩掛かりや復興係数の導入、実勢を
踏まえた公共工事設計労務単価の引上げ、国、地方公共団体等の発注見通しの統合、
生コンプラントの増設などの対策を講じたところです。その結果、直轄工事では、
ピーク時には約72％あった不調、不落の割合が、先月３月には約11％にまで低下し
たところです。
　熊本地震の対応に当たっては、東日本大震災の対応を踏まえ、復旧工事が本格化
する前の昨年の７月に資材や労働者が不足し遠方からの調達が必要となる場合には

必要経費を適正に支払うよう通知したところでございます。
　また、昨年秋以降、不調、不落の割合が上昇してきたことなどから、関係者間において情報共有や対応策を検
討を行うため、昨年11月に国、県、市町村、建設産業団体等により構成する熊本地震等復旧・復興工事情報連絡
会議の設置、今年の１月より国、地方公共団体等の発注見通しの統合、２月に復興歩掛かり、復興係数の導入、
３月には公共工事設計労務単価の引上げなどを実施したところでございます。
　国土交通省といたしましては、引き続き、現場の状況をきめ細かく注視し、機動的に対策を講じることにより
被災地の復旧復興が一日も早く進むよう取り組んでまいります。

東日本大震災の復興予算の執行状況について
足立敏之委員：重ねて申し上げますが、不調不落対策としては、発注者サイド、特に市町村などの自治体の予定
価格の適正な設定というのが不可欠だというふうに思います。今後とも、引き続きしっかり対策を講じていただ
きたいというふうに思います。
　次に、東日本大震災の復旧復興についてお伺いをいたします。
　東日本大震災については、安倍内閣における最重要課題の一つとして政府を挙げて復旧復興に取り組んできた
結果、道路や海岸堤防などの基幹インフラの整備につきましてはかなり順調に進んできているというふうに思い
ます。今村大臣の所信演説でも、地震・津波被災地域では、生活に密着したインフラの復旧はほぼ終了し、住ま
いの再建も一歩ずつ着実に進展しておりますとの御
見解でございました。
　しかし、一般的に申しまして、現地からの悪い話
は小さなものでも伝わってまいりますけれども、良
い話はなかなか伝わってこない、それが実情でござ
います。このため、大多数の皆さんも、伝わってく
る悪い話に大変心配されているのではないかという
ふうに思います。本日は、そうした点に目を向けて、
順次質問をさせていただきたいと思います。
　まず、東日本大震災の復興予算につきまして、平
成21年度から25年度の予算に未使用が多いという指
摘を会計検査院がしています。一昨日の報道でも流
れておりました。本当にそんなに不用がたくさん出
て問題となるような状況なのか、復興庁の見解を伺
います。

限の支援を行ってまいりたいと考えているところ
でございます。

復興道路等の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　櫻井委員長にも当時御指導いただきましたけれ
ども、当時担当していた者としても、何とか責任
を果たせたのかなというふうに思っておりまし
て、柔軟な対応をしていただきまして心から感謝
を申し上げたいというふうに思います。
　次に、被災地の早期復興につながり、被災地の
経済発展の基盤ともなる道路整備について伺いた
いと思います。　私も、常磐自動車道が全線開通した後、一度自分の車で運転して被災地の中を走ってみました。
やはり道路がつながるということは大事なことなんだなというふうに、そのとき改めて強く感じました。地域の
期待を集めている復興道路、復興支援道路の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

石川国土交通省道路局長：お答えいたします。
　復興道路、復興支援道路は、平成23年７月29日に決定されました東日本大震災
からの復興の基本方針に位置付けられた道路でございまして、復興を支援する重要
な道路ネットワークでございます。これらの道路につきましては、早期にネットワー
クとしてつなげることにより、地元から期待される効果を発揮できるよう、地元の
御協力の下、異例のスピードで事業が進められているところでございます。
　復興道路、復興支援道路につきましては、国土交通省が中心となって整備してい
る路線、全長約550キロございますが、このうち約五割に当たります268キロメー
トルが開通いたしました。最近では、縦軸の三陸沿岸道路の南三陸道路約３キロが

今年の３月20日に、そして横断軸の一つでございます相馬福島道路の阿武隈東道路約11キロにつきましては３
月26日に、それぞれ開通したところでございます。また、この開通済み延長に開通予定を公表済みの区間を合
わせますと合計で503キロとなり、全体の約９割になります。
　引き続き、復興・創生期間内の平成32年度までの全線開通を目指し、地域の皆様の御協力をいただきながら
事業を推進してまいります。

気仙沼横断橋・大島架橋の進捗状況について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　少しローカルな話になりますけれども、先ほども気仙沼のお話を
させていただきましたが、先日、気仙沼で集まりがあった際に、市
街地の対岸にあります大島、地震の際に火災にも遭った島でござい
ますけれども、船で伺いました。現地では陸と直結できる大島架橋
の工事が進んでおります。お手元に資料４として配付をさせていた
だいておりますけれども、島民の皆様は陸とつながるということで
大変大きな期待を持っていらっしゃいます。
　現地ではこうして中央のアーチ部の架設が終わるなど工事は順調
に進んでおりますけれども、島民の皆さんは、大島架橋でつながる
この先の三陸沿岸道路、この整備も心配されています。特に、気仙

津波防潮堤の進捗状況について
足立敏之委員：次に、津波防潮堤について伺います。
　津波の防潮堤につきましては、今日は山田水管理・国土保全局長が御出席でございますが、私は、その四代前
の局長として直接担当させていただきました。本日出席の国土交通省の、先ほど答弁をした五道技術審議官も当
時は海岸室長として一緒に頑張っていただきました。どうもありがとうございました。
　当時は、堤防の高さの問題が論点に
なってございました。高さにつきまして
は、数十年から百数十年に１回起こるよ
うな比較的頻繁に発生する津波の高さ、
いわゆるL1対応と、五百年から千年に
１回起こるような最大クラスの津波の高
さ、L2対応の二つの考え方があります。
構造物としてはL1対応で設計すること
とし、それを超える規模の津波に対しま
しては多重防御の考え方でハード、ソフ
ト両面の施策を総動員して守る、そうい
う考え方としております。
　しかし、現地では、時間の経過ととも
に、計画の対象となる背後地の皆さんが
移転してしまったようなケースや、守るべき施設がなくなっている地域などが生まれており、人命を守らないな
ら堤防の高さをL1よりも下げるべきだというような意見もございまして、一部の地域で対立を生じました。
　こうしたことを受けまして、海岸管理者が地元の皆さんに丁寧に説明を行い、場合によっては計画の見直しを
行うなど、努力を重ねてかなり理解が進んできたんではないかというふうに思います。
　お手元に資料２、３を配付してございますけれども、そこの写真に示すとおり、被災した海岸の復旧も着実に
進んでおります。
　津波防潮堤の復旧復興の進捗状況について伺いたいと思います。また、私も被災直後に現地を訪れて御縁もご
ざいます気仙沼市の大谷海岸の復旧復興状況について特に御説明をお願いをいたします。

山田国土交通省水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　東日本大震災の被災地におけます防潮堤の整備の進捗につきましては、平成29
年の１月末時点で、全海岸の85％、これが着工済みでございまして、28％は既に
完成をしているところでございます。また、全海岸の99％で既に地元調整済みで
ございまして、被災六県からは平成32年度をめどに全ての海岸で防潮堤の完成を
目指すと聞いております。このように、防潮堤の整備は着実に進展しているものと
考えているところでございます。
　また、議員お尋ねの宮城県の気仙沼市大谷海岸、ここでは地元の住民の方々の要
望を踏まえまして県や市が住民説明会等を開催するとともに、県、市、それから国

等で防潮堤や大谷海岸周辺の町づくりの計画について検討や調整を進めてまいりました。その結果、地元の意向
に沿いまして、防潮堤をより陸側に引いて砂浜を30メートルから60メートル確保するとともに、防潮堤を兼ね
ました国道とその背後を一体的にかさ上げをして、そして当該地区を観光や災害対応の拠点として位置付け、昨
年７月末にまとめられました防潮堤と町づくりの計画に基づきまして、現在県において詳細な設計等を進めて
いると聞いております。
　海岸管理者である県などが地元に対して丁寧に対応していただいた結果、防潮堤の復旧が目に見える形で進ん
できていると考えているところでございますけれども、国土交通省といたしましても引き続き県などに対し最大
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沼の湾の奥を横断する横断橋という
大規模な橋がございます。その整備
が順調に進むのか、心配の声を聞き
ます。気仙沼湾奥の横断橋の整備の
見通しと関連する大島架橋の進捗状
況、そして今後の見通しについて伺
います。

石川局長：お答えいたします。
　東日本大震災の発災により、宮
城県気仙沼市におきましては、市
街地全域において津波による甚大
な被災があったとともに、離島で
ある大島が海上交通の途絶により

孤立状態になったところでございます。気仙沼
の復興に向けて委員から御指摘がございました
気仙沼横断橋、大島架橋につきましては地元か
ら早期整備の御要望をいただいているところで
ございます。
　気仙沼横断橋につきましては、三陸沿岸道路
の一部として気仙沼湾を横断する斜張橋を含む
長さ1.3キロの橋梁でございまして、斜張橋につ
きましては、国において下部工工事を推進する
とともに、上部工につきまして現在契約手続を
実施しているところでございます。
　大島架橋事業につきましては、気仙沼市街地

と大島を結ぶ約400メートルの橋梁を含む架橋事業でございます。先日架設が完了いたしまして、現在宮城県に
おきまして平成30年度開通に向け事業を進めていると聞いております。
　今後とも、気仙沼を始めとする被災地域の復興の支援に向け、関係自治体と連携しながら道路ネットワーク
の強化に引き続き取り組んでまいります。

福島第一原発の凍土壁について
足立敏之委員：できるだけ早期に供用できるよう
にお願いをしたいと思います。
　次に、福島の復旧復興についてお伺いをいたし
ます。
　今村大臣の所信演説でも、インフラ、生活環境
の整備の進展に伴い、順次避難指示が解除されて
おり、この春までに帰還困難区域を除くほとんど
の地域で避難指示が解除される見込みとのことで
すが、いまだに多くの避難者が不自由な生活を余
儀なくされている実情もございます。福島の復興
再生を加速するためには、除染や中間貯蔵施設の
整備の促進、さらには福島の第一原発の汚染水対策の推進が必要というふうに考えます。

　まず、福島原発で地下水の
流入対策として用いている凍
土壁について伺いたいと思い
ます。
　この凍土壁については疑問
を呈する声もありましたけれ
ども、私自身も土木の技術屋
として経験をしておりますけ
れども、あのような狭い場所
で、かつ地下埋設物の多いと
ころでしっかりと水を止める
という工法としては最も優れ
た方法であるというふうに私
自身考えておりました。
　お手元に資料を配付してご
ざいますけれども、資料の７
でございますけれども、凍土
壁の効果を示した図でございます。紫色のところはしっかり凍結しているところ、それから赤や黄色などのと
ころは地下水の調整の観点であらかじめ凍結を見合わせている、空けてあるブロックであります。凍土壁がしっ
かり凍結している状況は、これを見ても明らかだというふうに思います。
　もう一枚、資料８のグラフでございますけれども、これは降雨と地下水くみ上げ量のデータでございます。
くみ上げ量が次第に減少しているということは、凍土壁の効果が現れている証だというふうに思います。しかし、
報道を見ますと、なかなか固まらなくて役に立っていないとか、そういうような報道もございました。実際の
ところはどうなんでしょうか。福島第一原発の汚染水の処理対策、特に凍土壁の現状と、今後の見通しについ
て伺います。

小澤経産省政策統括調整官：お答えいたします。
　先生御指摘の凍土壁につきましては、これは汚染源に水を近づけないための予防
的かつ重層的な対策の一つとして実施しているものでございます。具体的には、お
示しいただいた資料にもございますように、福島第一原子力発電所の１から４号機
までの原子炉建屋の周りを凍結管で狭い範囲で囲みまして、土壌を凍結して地下水
の流入を抑制するというものでございます。
　海側と陸側がございますけれども、まず海側につきましては、昨年10月に凍結
を完了いたしました。護岸からの地下水のくみ上げ量、これも先生にお示しいただ
きました資料にもございますが、このくみ上げ量が凍結開始前の日量約400トンか

ら約３分の１、120トン程度まで減少するなど、遮水効果が現れているものというように認識しております。
　また、山側につきましては、現在、約99％まで凍結が進展しております。壁の内外の水位差、これが拡大し
まして、遮水効果が現れ始めている状況でございます。さらに、これまで未凍結としていました７か所のうち、
先月までに６か所の凍結が開始されております。残りの一か所につきましても、原子力規制委員会において確認
をいただきながら、凍結に向けて判断をして、凍結を進めていくということになろうかというように考えており
ます。
　今後とも、山側の凍結完了に向けまして、早期に原子力規制委員会からの認可を取得いたしまして、安全かつ
着実に作業を進められるよう、引き続き東京電力と協力し、そして指導しながら進めてまいりたいと考えており
ます。

中間貯蔵施設用地の進捗状況について
足立敏之委員：凍土壁が一定の効果を収めて
いるということであれば、早期に全面的な凍
結を進めて、地下水の進入を阻止することが
大事だというふうに思います。
　汚染水の増加が抑制できるように、早急に
作業を進めていただきたいというふうにお願
いを申し上げます。
　次に、中間貯蔵施設です。この施設につい
ては、やはり報道では、なかなか用地の取得
が進まず、事業が大きく後れを取っていると
いうようなことがあります。しかし、一方で、
環境省を始めとする皆様の御努力によりまし
てかなり進展があったとも聞いております。
お手元の資料５、６でございますけれども、
用地の取得についてもかなり伸びているというふうに伺いました。
　中間貯蔵施設の進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

小川環境省審議官：お答えいたします。
　福島県内の除染作業で生じた除去土壌等を保管する中間貯蔵施設でございますけ
れども、まず、施設の整備に必要な用地について、３月末時点で774件、約376ヘ
クタールについて契約に至るなど着実に進捗してきております。また、昨年11月
に土壌貯蔵施設などの本格施設を着工し、整備を進めております。今年度は、さらに、
用地担当の職員を増員して用地取得に全力を挙げるとともに、必要な施設整備を進
めてまいります。
　次に、除染土壌等の輸送につきましてですが、昨年度までに約23万立方メート
ルの搬入を完了しております。今年度は50万立方メートル程度の除染土壌等を輸

送する方針でございます。
　今後とも、中間貯蔵施設に係る当面５年間の見通しに沿って、中間貯蔵施設事業に全力で取り組んでまいりま
す。

建設産業へのエールを含め復旧復興へのご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　今後、運搬に伴う問題などいろいろ課題もあろうかと思いますが、引き
続きしっかり進捗に努めていただきたいというふうに思います。
　最後の質問に移らせていただきます。
　今日いろいろ伺いましたけれども、報道で伺っているのと少し違うよう
なところもあったというふうに思います。かなり全体的には進捗している
ような感触を得ました。また、これからもしっかり進んでいける、そうい
う感触も得たところであります。
　今後の東日本大震災からの復旧復興に向けて、改めて今村大臣の御決意
を伺い、できましたら、先ほど申しました建設、頑張っている建設産業へ
のエールも含めてお言葉をいただいて、質問を終わりたいと思います。

今村復興大臣：東日本の被災、まさに未曽有、そしてまた未経験の大変な災害
だったわけであります。そういう中で、本当に建設関連業界の方々には、大変
な困難の中で日夜を分かたぬ努力をしていただいたわけであります。おかげさ
まで、生活インフラはほぼでき上がりました。あとは、やはり復興道路であり
ますとか防潮堤でありますとか、まさに地域をこれから復興再生していく大き
なこれは牽引力として更に充実をしなければいけないわけであります。
　そして、今回の経験は、ある意味では、これから日本がいろんな形で、いろ
んな大災害等々予想されるわけでありますが、是非そういったものにも備えて、
今回得られた経験あるいは知見、そういったものをまたしっかりと記憶にとい
いますか、体験を積んでいただいて、今後のそういった大災害にもしっかりと
対応できるような努力を是非していっていただきたいし、我々政府としてもそ
ういった取組に対してしっかりと応援をしてまいります。

　改めてでありますが、こういったことで頑張っていただいた方に心から敬意を表し、感謝申し上げる次第であ
ります。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　今日、私が質問した様々なプロジェクトは、みんな建設産業が担っているところでございます。建設産業の活
躍なくして東北の復興なし、そういうふうに私は思っておりまして、その点につきましても皆様にしっかり御理
解いただければ有り難いというふうに思います。
　以上で質問を終わります。ありがとうございました。

今村雅弘復興大臣

今村大臣の御決意を伺う足立委員
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