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液状化対象事業に関する尊堂書

平成 23年 3月 11日の東日本大震災の斧生から､2年 5カ月が経過 しました｡

首領 二おかれましては､被災自治体の復興に向け多大なご尽力をいただいておりますことに深

甚の敬意 を表 します｡

また､昨年 12月未には新政権､安倍内閣が親生 し､復興対策費を拡大する方針 を打 ち出され

るなど､これまで以上に被災地の復興 を力強 く加速 させるものと期待 しているところです｡

ついては､昨年 3月 15E=二｢より使い勝手の良い丈付金 となるよう復興交付金制度の内容や

運用の見直 し｣ ｢液状化被害に対する復旧 ･復興事業における特例措置｣などについての婁空音

を抜出 しているところではありますが､現政権下で進められる復興事業については､さらに国と

地方が一体 とf J:って迅速に促進すべ きであることから､改めて液状化被災地の現状 をご勘寮いt =

ださ､下記事項について特段のご配慮 をくださいますよう冬空いたします｡

記 

1 枚 見地 の復 旧 ･復興 に対す る長期 的 なえ後 につ いて 

(1)復興丈付金制度は､制度貴綱において平底 2 3年度から平底 2 7年度 までの 5年間の計画

期間を設定することとなっているが､被災自治体 における復旧 ･復興事業には相当な時間を

蚤することが現実である｡

特に世界的にも類 を見ない既成市街地における広範かつ甚大な液状化被害に対 しては､我

が国の関係学合においても対象工法が十分に確立 されていない状況にあり､現地調査､対泉

効果の検証､工事の施工に伴 う影響等について慎重な検討 を行 う必貴があり､これらの検証

を経て､地権者等に対する理解の促進､費用負担のあり方等についての同意 を得 ることが可

能 となるものである｡

もとより､被災自治体においては､一 日も早い復興に向け積極的な取組 を進めているとこ

ろであるが､車掌化 にあたっては 5年間で事業 を完了することは現実的に困難 な状況にあり

復興交付金事業､市街地液状化対象事業の期間延長 を含めた長期的なえ後 を図られたい｡ 

(2)広免な液状化被災地において､市街地液状化対泉事業による面的な対象 を施すよりも､個々

の住宅の耐震化や宅地の耐震性の向上 を図る方が効率的かつ効果的 と想定 される場合等に

ついて､被災自治体が地域の実情に応 じて､より安価 できめ細かな対応が可能 となるよう､

丈緩.の拡丸 を図られたい｡

また､災害時に避難地 としての位置づけがなされている学校用地の液状イ揖寸策など､再液

状化被害の抑制に向けた取組について支援.の拡丸 を図られたい｡



2 市街地液状化対策事業 における住 民の合意形成 の促進 に向 けて

公共施設 と宅地 との一体的な液状化対象工事を実施する場合には､宅地所有者等 の費用負担

が生 じるが､もとより被災者は家屋の沈下 ･傾斜修正工事等に対 して多額の負担が斧生 してお

り､当該事業の制度そのものについては､賛成の立場であっても､現実的に更なる費用負担に

より､事業合意に至らない結果とf J:ることも十分に考えられる｡

ついては､事業実施に向けた住民の合意形成が少 しでもとりやす くなるよう､当該事業に係

る費用の低金利での骨付制度や税制面での優遇措置をはじめ､被災者の個人負担C 7)軽減に対 し

て十分に配慮 されたい｡
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