参議院農林水産委員会／2011 年 8 月 23 日

【主 な質 疑項 目】
１ ． 鹿野 農林 水産 大臣 の 代表 選出 馬へ の 意向 につ いて
○山 田俊 男君
山田俊男 であり ます 。今、 民主党 の代表 選が新聞 紙上や マス コミを 大
変にぎわ してい ると いう事 情であ ります 。ともか く震災 の復 興対策 、そ
れからさ らには 原発 事故の 収束の 対策、 さらには 円高に 対し ます対 策が
本当に必 要にな って いるわ けであ ります ので、と もかく 早く 、緊急 にこ
れらのこ とに取 り組 める体 制を早 くつく ってもら いたい 、こ のこと をお
願いする ところ であ ります 。
ところで 、今我 が党 の長谷 川委員 が質問 しました んで繰 り返 しにあ え
てなりま すが、 鹿野 大臣が 代表選 にお出 になると いう報 道が あるわ けで
あります 。代表 にな るとい うこと は総理 大臣 にな るとい うわ けであ りま
すから、 今言い まし たそれ ぞれの 事柄に ついてし っかり した 展望を 持っ
て取り組 むとい うこ とが何 として も求め られるわ けであ りま すし、 また
我々から しては 、先 ほど民 主党の 一川委 員から、 そう言 うん なら民 主党
へ来てか らやっ たら どうだ という ふうに 言ってい ました が、 そこま でい
かなくて も、農 林水 産委員 会でこ うして 一緒に議 論をさ せて もらっ た鹿
野大臣が 総理に おな りにな る、こ れは我 々にとり まして も大 変これ は希
望が持て るわけ であ ります 。何で かとい ったら、 農林漁 業に ついて の見
識、これ までの やり 取りの 中での 思いが いっ ぱい お持ち であ るとい うこ
とであり ますか ら、 大いに 期待す るとこ ろであり ますけ れど も、聞 きま
すと、長 谷川委 員の 質問に 対しま して、 いまだ熟 慮中で ある という こと
でありま すが、 今の 段階で 決意は 語れな いんです か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
先週の金 曜日で ござ います けれど も、民 主党の有 志の方 々に 、本当 に
私のよう な者で はご ざいま すけれ ども 、代表選挙 に出た らど うかと いう 、
そういう 要請を いた だきま した。 私はそ のときに 、私の 政治 人生の 中で
最も重い 宿題を いた だいた と、こうい う ふうな認 識を率 直に 持ちま した 。
今日の状 況とい うも のは、 私のよ うな者 でもいさ さかな りと もいか に困
難な問題 を抱え てお るかと いうこ とも承 知をさせ ていた だい ており ます
ので、そ れだけ に、 いろん な方々 の御意 見をお聞 きをし なが ら、ま た私
自身しっ かりと 考え て判断 をして いかな きゃなら ない、 こう いうこ と で
ございま すので 、そ ういう 意味で は熟慮 中でござ います とい うふう なこ
とが今日 の段階 でご ざいま す。
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○山 田俊 男君
鹿野さん らしい とい います か、そ ういう 御発言だ ったか とい うふう に
思います 。とこ ろで 、それ だと早 く急が ないと間 に合わ ない んでは ない
ですかね 。ちょ っと 大変心 配であ りまし て、鹿野 大臣は 、し っかり 仕事
をして、 その上 でき ちっと 対応す るんだ 、判断す るんだ とい うこと であ
ります。 その姿 勢そ のもの がやは り鹿野 さんの本 当の特 色だ 、こん なふ
うに私は 思うと ころ であり ますけ れど、 早く決断 してち ゃん と決意 を示
した方が 私はい いと いうふ うに思 います ので、是 非お願 いし ます。
ところで 、筒井 副大 臣、選 挙戦に 絡む話 ですから 筒井さ んと いうふ う
に呼ばせ ていた だい て、鹿 野さん を推薦 する推薦 人の代 表に おなり だと
いうふう に聞い てい るんで すが、 その際 、この前 記者会 見で 、推薦 の言
葉として 、過度 な競 争をよ しとす る新自 由主義に は消極 的で あると 、こ
うした鹿 野さん の姿 勢を高 く評価 してい るんだ、 こんな ふう におっ しゃ
っておら れるわ けで すが、 どうい う内容 の意味合 いを持 つ言 葉なん です
か、お聞 きしま す。
○副 大臣 （筒 井信 隆君 ）
まず、推 薦人の 代表 ではあ りませ んので 、その点 は訂正 をさ せてい た
だきます 。それ と、 新自由 主義は まさに 格差を広 げて自 由競 争を最 大限
に強調す るもの でご ざいま すが、 鹿野さ んの今ま での姿 勢は それと は異
なるとい うふう に私 は見て おりま す。そ れで、先 ほど長 谷川 先生か らも
質問があ りまし たが 、一次 産業、 農業を 中心とし た一次 産業 を極め て大
事に扱い 、それ を何 として でも再 生をし たい、こ ういう 情熱 にあふ れた
人でござ いまし て、 これは 新自由 主義的 な傾向と は違う とい うふう に私
は考えて 、そう いう ふうな 発言を いたし ました。
○山 田俊 男君
鹿 野さん 、今、 筒井 さんの おっし ゃいま した、一 次産業 を大 事にし た
いという その思 いが 新自由 主義に 消極的 だという ことで 評価 してお りま
すという ことだ った わけで ありま すが、 一体、鹿 野さん 自身 はこの こと
について どんな ふう に受け 止めて おられ ますか、 お聞き しま す。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
言わば新 自由主 義と いうふ うなこ とにお きまして は、い ろん な固定 し
た定義と いうも のは ないか もしれ ません けれども 、私の 認識 という こと
だけ申さ せてい ただ きます と、や はり効 率性とい うふう なも のを重 視す
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ると、こ ういう ふう な考え 方。し かし、 第一次産 業とい うも のは、 特に
我が国の 置かれ てお る第一 次産業 という ものは効 率性だ けで なかな か解
けないい ろんな 問題 がある わけで ござい ますから 、当然 そこ にはし っか
りと別の 意味で の手 間を掛 けると いうよ うなこと の重要 性も そこに は出
てくるわ けであ りま す。
そういう ふうな 意味 が一つ と、そ れから もう一 つ は、こ の新 自由主 義
的な考え 方は成 長と いうふ うな形 で、こ の成長の 実った 果実 という もの
は必ずト リクル ダウ ンして くる、 滴り落 ちてくる と。ゆ えに 、国全 体、
国民全体 が幸せ にな るんだ という ふうな 、そうい う一つ の考 え方も あっ
たわけで ありま すけ れども 、ト リクル ダ ウンしな い、滴り 落ちて こない 、
そこに格 差が生 じて しまう という ような ことで、 やはり 安定 した日 本の
国民生活 という ふう なもの がだん だんだ んだん偏 った状 況に なって きて
いるとい うよう なこ と。こ れは果 たして 日本の国 民生活 に適 合する かど
うかとい うふう なこ とは私 自身も 常に疑 問視い た しなが ら取 り組ん でき
たわけで ござい まし て、そ ういう 意味で は、筒井 大臣か らも 言われ たこ
の考え方 という ふう なもの も私と しては 一つのや はり共 通の 認識に 立っ
ておりま すとい うこ とを申 させて いただ きたいと 思いま す。
○山 田俊 男君
鹿野さん 、大変 大事 なこと を今お っしゃ ったわけ であり まし て、是 非
その観点 で、一 体農 林水産 政策を 今後ど んなふう に進め てい くか、 国民
生活をど んなふ うに 安定、 発展さ せてい くかとい うこと を是 非是非 考え
ていただ きたい 、こ んなふ うにお 願いす るところ であり ます が。
ところで、今のそ のお話 から しまし て、先 物取引の 導入は、どうも 私、
どう考え てみて も新 自由主 義の方 向でし かなかっ たんじ ゃな いかと いう
ふうに思 うんで すよ 。あれ だけ一 生懸命 に大臣に 踏み込 むべ きじゃ ない
んじゃな いかと 、な いしは 、尐な くとも ここ残さ れた一 か月 は国会 で議
論しよう じゃな いで すかと いうふ うに申 し上げた んだけ れど も、一 週間
足らずで 認可さ れて しまっ たわけ で、大 変残念な んです 。
それから 、もう 一つ は、こ こへ行 き着く 前に、全 て鹿野 大臣 の責任 だ
というふ うに言 えな いとこ ろもあ りまし て、前大 臣、前 々大 臣、そ の後
もうちょ っと行 くと 、おい 、自民 党の政 権のとき は大丈 夫だ ったの かと
いうふう にどう もお っしゃ りたい 雰囲気 がその辺 にある んで すけれ ど、
しかし、 ともか く民 主党政 権は、 ここの 二年ちょ っとの 間で 、国民 の主
食である 米の需 給と 価格の 安定を 図ると いう、こ れを基 本と する食 糧法
の基本の うち、 例え ば一つ は豊作 、過剰 のときの 集荷円 滑化 事業を これ
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は停止さ れた、 さら には価 格安定 、価格 形成を図 るため の全 国価格 形成
センター をこれ は間 違いな く廃止 された わけであ ります し、 それか らさ
らには備 蓄の方 式に ついて も見直 しをさ れた。こ れ、一 つ一 つ取っ てい
きますと 、やは り新 自由主 義の方 向へず っと歩ん できて いる んです よ。
その仕上 げがや はり 先物取 引と言 わざる を得ない わけで あり ます。 一体
こういう 実態を どん なふう にお考 えにな るんです かね。 これ は大臣 にお
聞きしま す。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
敬愛する 山田先 生で ござい ますけ れども 、いろん な面で この 議論の 中
でも共通 した認 識を 持たさ せてい ただき ながら私 も取り 組ん できた とこ
ろでござ います けれ ども、 今のこ の件に ついてだ けはち ょっ と見解 を異
にするわ けです 。そ れは、 この先 物取引 をどうす るかと いう ことは 、も
う平成十 五年の 年に 、食糧 法の改 正によ りまして 、それ まで 規制さ れて
おったこ のお米 、お 米も流 通の解 除がさ れたわけ でござ いま して、 そう
すると、 そうい う中 で具体 的にこ の申請 が、この 試験上 場の 申請が なさ
れたとい うこと にな ります ならば 、二つ の認可基 準とい うふ うなも のが
ど うなの かとい うよ うなこ との中 で、法 令に沿っ て判断 をす るとい うよ
うなこと になら ざる を得な いとい うふう なことか ら私と して は一つ の判
断をさせ ていた だい たとい うこと でござ いまして 、新自 由主 義的な 考え
方という ことは 別の もので あると 、こう いうふう な認識 に立 たせて いた
だいてい るとこ ろで ござい ます。
○山 田俊 男君
その時点 まで遡 りま すと、 それこ そ、竹 中、小泉 の自民 党政 権のと き
のその米 政策改 革、 その世 界の中 でやは り新自由 主義的 な方 向とい うの
は生まれ 出てき てい た可能 性があ るわけ で、それ の総仕 上げ を今お やり
になろう として いる のかと いうこ とにな っちゃう んです 。だ から、 新自
由主義に ついて 消極 的であ るとい うふう におっし ゃると きに 、一体 、や
はりもっ と、例 えば 端的に 言うと 米の需 給と価格 の安定 、国 民の主 食で
すから、 これを どう 図って いくか という ときには もっと 慎重 であら なけ
ればなら ないと いう ことを 申し上 げたい わけであ りまし て、 実態的 に、
こ れは筒 井副大 臣に お聞き します けど、 関西商品 取引所 で、 例えば 十九
日の取引 は僅か 千六 百八十 五枚の 取引し かないん です。 一番 最初の 日は
一万一千 二百八 十九 枚あっ たと。
ところが 、今や ずっ ともう こうい う低い 取引にし かなっ てい ないわ け
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で、これ じゃ一 体ち ゃんと した取 引の形 になって いるの かと いうふ うに
もう言わ ざるを 得な い。ま してや 、この 十九日の 日の千 六百 八十五 枚の
取引のう ちの九 九・ 四％は 、関西 商品取 引所の理 事長の 会社 である 岡安
商事の委 託玉で あり ますと 、こう いうこ とですよ 。この 十五 日の日 の取
引なんと いうの は、 二千五 百八枚 あるん ですけれ ど、こ れは ほとん ど全
部、一〇 〇％、 今言 いまし た岡安 商事の 取引だと いうん だ。 一社が 取引
している 。一体 これ で、こ ういう ことに 委ねてよ かった んで すか。 これ
は筒井副 大臣に お聞 きしま す。
○副 大臣 （筒 井信 隆君 ）
岡安商事 も主務 大臣 から正 式に認 可され た先物取 引業者 でご ざいま
して、そ れが結 構大 きな比 率で取 引する こと自体 を問題 にす る必要 はな
いという ふうに 考え ており ます。 ただ、 先生が一 番危惧 して いるの は、
こういう 先物取 引の そうい ういろ んな動 きの中で 、例え ば過 去の乱 高下
等々から 消費と 生産 に大き な著し い支障 を来す、 こ うい うこ とが全 くな
いように しろ、 こう いう趣 旨だろ うと思 います。 そのた めに 、著し い支
障を来さ ないた めに 値幅制 限、建 て玉制 限あるい は取引 停止 、これ を商
品取引所 におい ても できま すし、 大臣が 直接それ を指示 する ことも でき
るわけで ござい まし て、そ れらに よって 生産、消 費に著 しい 支障は 来さ
ないとい うふう な担 保はき ちんと 取って いるとこ ろでご ざい ますか ら、
その点の 御心配 は大 丈夫だ という ふうに 思ってお ります 。
○山 田俊 男君
それにし ても、 一社 の委託 玉であ ります が、一定 の意図 を持 って、 そ
して頼み 込んで 、そ して取 引にほ かの業 者が 出て いると いう ことで あろ
うかとい うふう に思 います けれど 、し か し、一 社の委 託玉 が動い ている 、
これはも う一〇 〇％ 近く動 かして いると いうこと になっ たと きに、 これ
は本当に 透明な 市場 価格を 反映し た取引 になって いると いう ふうに 言え
ないじゃ ないで すか 。一定 の意図 を持っ て幾らで も操作 でき るとい うこ
とになり ません か。
○副 大臣 （筒 井信 隆君 ）
これは二 年間の 試験 上場で ござい ますか ら、その 全体を 通じ て、客 観
的、公正 な価格 の形 成がで きるか どうか 、できた かどう か、 それを まさ
にここで 見るわ けで ござい まして 、その 二年間の 全体を 見な が ら、 これ
に対して どうし てい くか、 これを これか ら検討し ていく 、こ れが今 度の
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試験上場 を認可 した 目的だ という ふうに 考えてお ります 。
○山 田俊 男君
東京穀物 取引所 の場 合も、 見てみ ますと 極端に取 引数量 が本 当に減 っ
ています 、本当 に減 ってい る。あ るべき 取引数量 のもう 一割 を切っ てし
まってい るとい う実 態にあ ります 。さら に、その 取引し てい る業者 の内
容であり ますけ れど 、当業 者と非 当業者 、言うな れば当 業者 は米を 実際
に扱って いる業 者、 それか ら、非 当業者 というの は米を 一切 扱って いな
くて、金 融取引 、ま さに投 機取引 を専門 にしてい る参加 者と いうこ とに
なるわけ ですが 、そ の実際 に米を 扱って いる業者 の割合 は一 〇％を 切っ
ているん ですよ ね。 一体、 こうい うこと であれば 、これ また こうい う取
引所が米 の価格 の動 向をき ちっと 定めて いくもの である とは 決して 言え
ないわけ であり まし て、どうぞ 、こ れから の動き見 てであ りま すけれ ど、
もうやめ るもの はや めたら いいと 思うん ですよ 、混 乱させ るだけ だから 。
いかがで すか。
○副 大臣 （筒 井信 隆君 ）
先ほど大 臣も答 弁さ れまし たが、 今現在 、価格に ついて 、米 の価格 に
ついては 政府買 上げ 等によ る価格 支持政 策は取ら ない、 こう いう方 針を
明確にし ている わけ でござ いまし て、そ の代わり ではな いで すが、 それ
と同時に 、価格 が下 がった ときの 価格下 落補填、 これを きち んとし て生
産費まで は農家 に補 償する 、これ が所得 補償制度 でござ いま して、 この
点で先生 とちょ っと 意見が 違うの かもし れません 。
それで、 そうい うこ とを前 提にし た場合 に、客観 的な価 格形 成の場 所
が必要で あるこ とは 先生も 認めて いただ けると思 います 。価 格セン ター
がなくな って廃 止に な った 、その 中でや っぱり客 観的な 公正 な価格 形成
の場所、 これは 現物 でも先 物でも 必要な わけでご ざいま して 、それ らの
一環とし てこの 先物 取引の 試験上 場、先 物取引で 行うこ とに よって 形成
されるの かどう か、 それを 試験的 に今見 極めてい るとこ ろで ござい まし
て、まさ に一時 期の 、今の 一時期 の点だ けとらえ てそれ でも う全体 が駄
目なんだ という ふう な判断 は尐し 早過ぎ るのでは ないか 、や はりき ちん
と全体を 見据え た上 でこの 次の段 階に進 んでいく べきで はな いかと いう
ふうに考 えてお りま す。
○山 田俊 男君
要は、食 糧法に 定め た全国 価格形 成セン ターを一 方で廃 止し ておい て 、
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それでこ れをつ くっ て、し かし一 方、 適 正な価格 形成が 求め られる んだ
と言って おられ ると 。それ だった ら、ち ゃんと全 国価格 形成 センタ ーを
残して 、そ れが活 性化す るよう な努め を やればよ かった じゃ ないで すか 。
今からで も遅く ない んです よ。ち ゃんと 現物取引 の価格 形成 センタ ーを
つくろう じゃな いで すか。 そのこ とをや らないで 、こん ない いかげ んな
取引所の 取引を その まま野 放しに してお くという ことは 絶対 にあり 得な
いという ふうに 思い ます。
○副 大臣 （筒 井信 隆君 ）
先 生のお っしゃ るこ と、今 の方向 性は賛 成でござ いまし て、 現物に つ
いての価 格形成 の場 所を、 これを やはり 検討して いかな けれ ばいけ ない
だろうと いうふ うに 思って おりま す。た だ、それ を否定 して いるわ けじ
ゃないん です。 今度 の先物 取引の 試験上 場に関し まして は、 二つの 取引
所から試 験上場 の申 請が出 されま したか ら、そし て、申 請が 出され て、
それに対 して拒 否す ること ができ るよう なそうい う理由 はな いとい うこ
とから認 めたわ けで ござい まして 、決し て先生の おっし ゃる 現物の 価格
センター の形成 を否 定して いるわ けでは 全くない ことは 御理 解をい ただ
き た いと 思いま す。
○山 田俊 男君
どうぞ 、鹿野 大臣 、これ から大 きな仕 事 をされる わけで あり ますか ら、
是非まあ そうし てほ しいと いうふ うに思 いますが 、そう いう 観点で こう
した問題 につい て検 討して いくと いうこ とをしっ かりや って もらい たい
というふ うに思 いま す。
ところで 、もう 一つ お願い 事項が ありま す。御案 内のと おり 、今回 の
大きな被 災と原 発事 故によ りまし て、そ れこそ農 林漁業 者の 二重債 務が
大変な重 要な問 題に なって おりま す。私 的ガイド ライン を大 々的に 始め
たからそ れでい いん だぞと いうこ とでは 決してあ りませ ん。 あれは 、自
己 破 産 す るため のま あ手続 を助け てあげ るという 内容の もの なんで すか
ら、再生 すると いう ことに つなが るもの ではなか なかあ りま せん。
基本的に 再生を きち っとや っても らうた めには、 例えば 農林 漁業者 が
抱えてお ります 、瓦 れきに 埋まっ て、ま だ水につ かって ヘド ロがい っぱ
いのこの 農地、 この 農地を どう扱 ってく れるのか 、まし てや その農 地に
ついては 債務の ため の抵当 権が設 定して おります という 、こ この扱 いを
整理しな きゃ駄 目な んです 。
今、御案 内のと おり 、参議 院では 野党案 で新しい 機構法 を可 決しま した
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が、衆議 院では どう も審議 が暗礁 に乗り 上げてい るよ う です 。ただ 、民
主党も法 案が必 要だ という ところ まで踏 み込んで きてく れて いると いう
ふうに情 報を聞 いて おりま すので 、その 法案まで 踏み込 むと いうこ とで
あれば、 法案の 必要 性を民 主党も ちゃん と、政府 も認め たと いうこ とで
あります から、 両者 の協議 をしっ かり進 めていっ てもら わな きゃい かぬ
というふ うに思 いま す。
もはや今 国会は ほと んど日 程がな いわけ でありま すので 、な かなか 前
へ出るこ とはか なわ ないか もしれ ません 。しかし 、大臣 、大 事なの は、
農林水産 業者が ちゃ んと今 後立っ ていけ るように するた めに は、こ の問
題の重要 性は論 をま たない ん です 。この ことにつ いて農 林水 産省が 、経
済産業省 にやら せて おけば いいや と、経 済産業省 の流れ の中 で仕事 を仕
組んでい けばい いん だとい ったと きに何 の問題も 解決し ませ んから ね。
だから、 もっと 農林 水産省 はこの 問題を 本当に真 摯に受 け止 めて、 だっ
て今度の 被災者 の相 当部分 は農林 漁業者 なんです から、 その ための 対策
を打たな きゃい かぬ のです 。
立場が変 わって 代表 になっ て総理 大臣に おなりに なれば 、も う全体 を
見渡して 仕事を して いかな きゃい かぬわ けであり ますか ら、 この問 題に
ついて率 直に言 いま す。抵 当権を 付けた 農地をき ちっと 買い 取って 活用
するとい う仕組 みに ついて 発言し 、リー ダーシッ プを取 って もらい たい
というこ とをお 願い します が、そ の点に ついての 考えを お聞 きしま す。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今、私、 農林水 産大 臣とい う立場 でござ いまして 、そう いう 中で貴 重
なお考え をお示 しを いただ いたわ けでご ざいます 。大事 なこ とは、 まさ
しく農業 者の方 々が 今回大 きな被 害を受 けて被災 地の中 で大 変苦し んで
おられる 、そう いう 方々に おいて もいろ いろと状 況が違 うわ けであ りま
して、そ ういう 状況 の違っ た中で 実情と いうふう なもの に合 わせた 形で
対応して いかな きゃ ならな い、こ ういう ふうなこ とで、 今の 御意見 等と
いうふう なもの を踏 まえて これか らも取 り組んで いかな きゃ ならな い重
要なテー マであ るも のと認 識いた してお るところ でござ いま す。
○ 山 田俊 男君
これで最 後にし ます が、文 芸春秋 最近号 を御覧に なった かと いうふ う
に思いま す。野 田 大 臣 、 代 表選 に 名のり 上げてお られる 候補 は巻頭 論文
を十ペー ジにわ たっ て書い ておら れます 。十ペー ジにわ たっ て書い てお
られて、 農林水 とい う言葉 、どこ に出て くるかと いった ら、 十ペー ジの
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中で二か 所しか 出て こない 。一つ は、農 業者戸別 所得補 償と いうふ うに
おっしゃ ってい る農 です。 それか らもう 一つは、 農林水 産業 の再生 と言
っておら れると ころ の農林 水です 。これ しか出て こない んで すよ。 一体
どこを向 いてお られ るのか という ふうに 思います 。その 後書 いてお ら れ
る馬淵さ んもそ れか ら海江 田さん も、農 という字 は六ペ ージ と八ペ ージ
の間に一 言も出 てこ ない。 これで は一体 どういう 代表選 にな るのか とい
う大変な 心配が あり ます。
今度手を 挙げて おら れる前 原さん 、前原 さんは一 ・五％ の農 林水産 業
のために 九八・五 ％が犠 牲にな ってい る というふ うにお っし ゃった から 、
もはや姿 勢は明 らか 。言う なれば 、市場 原理、新 自由主 義の 流れの 中で
は決して 問題は 解決 しない 。
この流れ の中で きち っと、 新自由 主義に は私は納 得でき ない 、消極 的
なんだと いう姿 勢を しっか り携え て、そ して鹿野 さんに は頑 張って もら
うしかな い んだ 。そ うじゃ なきゃ この日 本は救え ないと いう ふうに 思い
ますから 、最後 に決 意をお 聞きし ます。
○委 員長 （主 濱了 君）
時間が来 ており ます ので、簡潔に 御答 弁 願います 。鹿 野農林 水産大 臣。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
誠に貴重 な御意 見あ りがと うござ いまし た。
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