参議院農林水産委員会／2012 年 3 月 22 日

【主 な質 疑項 目】
１ ． TPP 対策 につ いて
２． 食品 の放 射性 物質 の 新た な基 準値 に つい て
３． 戸別 所得 補償 制度 に つい て
４． コメ の先 物取 引に つ いて
５． 酪農 対策 につ いて
○山 田俊 男君
自民党の 山田俊 男で ありま す。今 日は大 臣を中心 に、大 臣の 所信に 対
しまして 何点か 質疑 をさせ ていた だきた い、こん なふう に思 います 。
まず最初 に、大 臣の 所信で 、ＷＴ Ｏにつ いては各 国の多 様な 農業の 共
存を基本 にする とい うふう に明確 に書い てあるし 、おっ しゃ っても おら
れるわけ です。 とこ ろが、 ＴＰＰ につい ては、御 案内の とお り、大 臣お
っしゃっ ていま すが 、交渉 参加す るわけ じゃない と、あ くま で情報 を得
て、あと は国民 的な 議論に 掛けて 、その 上で結論 を得て いく んだと 、こ
ういう話 でおっ しゃ ってい るだけ であり ま す。そ のため の国 民的議 論の
一環とし て、共 同通 信に主 催させ ながら 、もちろ ん国が 後ろ におい でに
なるわけ ですが 、主 催させ ながら 各地域 でシンポ ジウム を進 めてい るわ
けですが 、果た して 情報を きっち り得て つなぐこ とにな って いるか どう
か、国民 的議論 を続 けてい ること になっ ているの かどう か。 これ大 臣、
どんなふ うに受 け止 めてお られる かとい うことを お聞き した いわけ です 。
○副 大臣 （岩 本司 君）
す みませ ん、ま ず私 の方か ら御答 弁申し 上げます 。これ まで の関係 国
との協議 では、 六か 国、ブ ルネイ 、ベト ナム、シ ンガポ ール 、マレ ーシ
ア、ペル ー 、チ リか ら我が 国の交 渉参加 に向けて 基本的 な支 持が得 られ
ている一 方、米 国は パブリ ックコ メント で出され ました 意見 を評価 、分
析中であ りまし て、 豪州及 びニュ ージー ランドと も更な る協 議が必 要と
の状況で ありま す。 このよ うに、 関係国 との協議 を継続 し、 各国が 我が
国に求め るもの につ いて更 なる情 報収集 に努めて いく必 要が ござい ます 。
協議を通 じまし て得 られま した情 報につ きまして は、地 域シ ンポジ ウ
ムや都道 府県説 明会 の開催 等によ り幅広 く国民各 層に情 報提 供して いる
ところで ありま す。 今後得 られる 更なる 情報につ きまし ても 、適切 な形
で 国 民 へ の情報 提供 に努め ていく 必要が あり、そ の上で 十分 な国民 的議
論を踏ま え、Ｔ ＰＰ 交渉参 加につ いての 結論を得 ていく こと が重要 と考
えており ます。
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○山 田俊 男君
岩本副大 臣にし っか りおっ しゃっ ていた だいたわ けです が、 シンポ ジ
ウムでど ういう 話に なって いるか と言っ た、その 典型な んで すよ、 岩本
副大臣の 言いぶ りと いいま すか、 結局は 。だから 、出て おら れます よ、
石田副大 臣、さ らに は古川 大臣、 出てお いでにな るわけ です が、結 局
は、もう 本当に 表座 敷の形 式的な 話しか 言ってい ない。 だか ら、一 体政
府は何を 情報を 得て どんな 説明を してい るのか 、 よく分 から ないと いう
のが多く の出席 者の 意見な んです 。
ただ、私 はこれ 、こ のこと だけは 、政府 が開くよ りも共 同通 信にや っ
ていただ いて地 方新 聞連合 を共催 の仲間 に入れて 、一番 いい のは、 要は
賛成派、 反対派 のパ ネラー をちゃ んと置 いて、そ してや って いるこ と。
それから 、出席 者に ついて は手を 挙げて もらって 多様な 発言 をちゃ んと
得るとい う話に なっ ていま すから 、この 部分だけ は私は 悪く ないと いう
ふうに思 ってい るん ですよ 。
ところで 、やっ ぱり 何ぼ何 でも岩 本副大 臣、もう そうい う話 じゃな い
んですよ 。情報 で何 を得ま したか 。例え ば国民皆 保険 制 度に ついて は、
これは手 を付け ない んだと いうふ うにア メリカは 言って いま すから 、い
や、手を 付けな いん です、 こう言 ってい る。手を 付けな いと 言って いて
も、内容 的には 医療 機械や 医薬品 につい て様々な 要求が 来て いるわ けじ
ゃないで すか、 様々 なパブ リック コメン トもある わけじ ゃな いです か。
とすると 、そう いう 医薬品 や医療 機器に ついて手 を加え れば 、ない しは
規制緩和 を求め れば 、間違 いなく この我 が国の大 事な国 民皆 保険制 度に
何らかの 影響を 与え るわけ でしょ う。そ ういうこ とにつ いて きちっ と説
明できな い限り は駄 目なん ですよ 。大臣 ね、大臣 まだ 一 度も お行き にな
っておら れない かも しれま せんが 、それ から副大 臣もお いで になら ない
というふ うに思 うん ですけ れども 、どう も今の進 め方は 全く 納得が いか
ない、こ んなふ うに 思いま す。
ところで 、鹿野 大臣 は、私 が年末 にこの 委員会で 質疑を させ てもら っ
たときに 、鹿野 大臣 もう明 確に、 山田さ ん、交渉 に入っ たわ けじゃ ない
んですよ と、あ くま で情報 を得る ために 協議に入 ったん です よとい うふ
うにおっ しゃっ てお られた んです が、今 のこの状 況の中 にお いても 考え
はお変わ りにな りま せんか 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今日の段 階は、 過般 来、私 も委員 会、そ の他の、 予算委 員会 でも申 し
上げてき ました けれ ども、 交渉参 加を前 提とした もので はな いと、 こう
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いう認識 でござ いま す。そ の考え 方には 変わりご ざいま せん 。
○山 田俊 男君
そうし ま す と 、 大 臣 、 野 田 総 理 が 四 月 な い し 五 月 に 訪 米 さ れ ま す ね 。
そして、 さらに はシ カゴで サミッ トがあ る、Ｇ８ ですか 、サ ミット があ
るという ことも あり ます。 その場 でそれ ぞれ首脳 会談が ある わけで す。
オバマ大 統領か ら、 どうだ 、日本 、入っ てくれと 言われ たと きに、 もう
ぐずぐず っと妥 協さ れると いう可 能性は ないんで すか。 お聞 きしま す。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
野田総理 がいつ の時 点でア メリカ に、訪 米するか どうか とい うこと は
私も承知 いたし てお りませ ん。そ ういう 中で、自 主的に 、先 生御承 知の
とおりに 、アメ リカ との話 の中に おきま しても、 アメリ カは パブコ メを
掛けて、 そして それ を受け て今分 析をし て、そし てそう いう 中で分 析を
したもの を今度 どう いうふ うに日 本に対 して求め るかと いう ふうな こと
を言って くると 、こ ういう ふうに 私ども は承知を いたし てお るわけ であ
りますか ら、そ うい う段階 がいつ の時点 かまだ定 かでも ござ いませ ん。
ましてや 、野田 総理 自身が いつ行 かれる かという ことも 私自 身も承 知を
いたして ないわ けで ありま すので 、今の 段階でこ の訪米 の際 に云々 とい
うことに ついて は、 私とし ては言 及する 段階では ない、 こう いうふ うに
思ってお ります 。
○山 田俊 男君
そうしま すと、 事態 がそう いう形 で分析 も進んで 、そし てア メリカ 側
から何ら かの形 で参 加につ いて打 診があ ると、な いしは 日本 側が参 加に
ついて考 えても いい という 状況が 来るか 、ないし は場合 によ ったら もう
参加でき ないと いう 判断も あり得 るかも しれない わけで すけ れども 、大
臣、い つ何 どきど ういう 形で決 断する の かという ことを 聞き たいん です 。
私、心配 して い るの は、ぐ ずぐず と行っ ちゃって 、そし ても っと言 う
と、一昨 年の十 一月 に、包 括的な 経済連 携協定方 針、こ れを 決めて おり
ますと。 さらに 、昨 年の十 一月に 、ＡＰ ＥＣの総 会に臨 むに 当たっ て総
理は記者 会見を され ていま すと。 その中 で、今、 岩本副 大臣 からも 御説
明のあり ました 協議 の上と いう話 がされ たわけで ありま すが 、そこ でそ
れぞれや ってい るか ら後は 決定の 必要な いんだと 。しか し、 言うな れば
事態は進 んでい るわ けでし ょう。 大臣が おっしゃ います とお りだと 、協
議してい るけれ ども 、参加 につい てはも ちろんし ていな いわ けです 。と
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すると、 総理が 参加 するの か参加 しない のかとい ったと きに 、判断 する
とき、な いしは おっ しゃる ときに 、しか るべく閣 僚会議 、関 係閣僚 会議
があると いうふ うに 見てい いんで すね。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
政府とい たしま して 、今先 生言わ れたと おりに、 昨年の 十二 月でご ざ
いますけ れども 、い わゆる ＴＰＰ 交渉参 加に向け た関係 国と の協議 に関
する関係 閣僚会 合と いうも のが設 置され ました。 ゆえに 、こ のＴＰ Ｐに
ついての 今後の 意思 を決め るとい うふう な場合は 、この 関係 閣僚の 会合
というふ うな下 での 必要な 手続を 経て政 府として の考え 方を 示して いく
ものと、 こう い う認 識に立 って私 はおる ところで ござい ます 。
○山 田俊 男君
そうする と、も う一 回確か めます けれど も、大臣 の姿勢 はは っきり 分
かった。 ところ が、 関係閣 僚会議 の他の メンバー も含め て、 とりわ け総
理の意向 が強く 働く かとい うふう に思い ますけれ ども、 関係 閣僚会 議は
必要ない んだと 、昨 年決定 してい るから 、方針を 。何度 も言 うよう です
が、十一 月にＡ ＰＥ Ｃに臨 むに当 たって の一定の 方針を 決定 してい るか
ら、後は その閣 僚会 議必要 ないん だとい うふうな 話には 絶対 なりま せん
ね。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
関係閣僚 会合は もう 必要な いんだ という ふうな私 自身は 認識 に立っ
ておりま せん。 まし てや今 、情報 を把握 するべく 協議を 行っ ている わけ
でありま すから 、そ の考え 方とい うもの がまだ示 されて ない ところ も
多々ある わけで ござ います ので、 まして や市場ア クセス のこ とだけ では
なしに、 二十一 の分 野にま たがっ てのこ とでござ います から 、相当 幅広
いことに 対して どう いうふ うなこ とを我 が国に求 めるか とい うこと にも
なるわけ であり ます ので、 そうい う中で 情報を開 示して 、そ して国 民の
間におい ても議 論を しても らって 決めて いくとい うこと であ ります から 。
今申し上 げまし たけ れども 、この 関係 閣 僚会合に おける とこ ろの議 論と
いうふう なもの がや はり経 緯とし て当然 それをな されて いく ものと 思っ
ておるわ けであ りま す。
○山 田俊 男君
そうしま すと、 そう いう状 況が至 ったと きには、 大臣は 必ず 関係閣 僚
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会議をち ゃんと 開け という ふうに しっか りおっし ゃって いた だくと いう
ことでい いんで すね 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今、山田 委員が どう いうふ うなこ とから 申された か分か りま せんけ れ
ども、い わゆる 交渉 参加に 向けて の今協 議を行っ ている 中で 、交渉 参加
するかし ないか とい うふう な判断 をする 場合は、 関係閣 僚会 合とい うふ
う な も の におけ る議 論とい うふう なもの が不可欠 である とい うふう なこ
とを求め ていく んで すねと いうふ うな質 問でしょ うか。
○山 田俊 男君
そうです 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
はい。そ ういう 基本 的な考 え方を 私は認 識として 持って おる ところ で
ございま す。
○山 田俊 男君
分かりま した。 大変 心強い 、しっ かり御 発言いた だいた とい うふう に
思ってい ますか ら、 大臣の その姿 勢に私 は大賛成 です。 とこ ろで、 どう
しても関 係閣僚 会議 の決定 が非常 に中途 半端なも のであ った り、大 臣の
意向にそ ぐわな いも のであ ったり 、この ときは、 大臣、 どん な御判 断さ
れるんで すか。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今、失 礼 し ま し た 、 私 、 笑 っ て と い う 意 味 で は な い ん で す け れ ど も 、
非常に真 剣なん です けれど も、昨 年も同 じような 、同趣 旨の 質問も いた
だいたわ けでご ざい まして 、同じ 答弁に なるわけ ですけ れど も、ま だ具
体的に交 渉参加 に向 けて協 議を行 ってい る段階で ありま すか ら、今 の時
点で私が その予 見を 持って どうこ うとい うふうな ところ に至 ってな いと
思ってお ります ので 、そう いうと ころの 説明きり 、私と して は今の 段階
は申し上 げるこ とは できな いもの と思っ ておりま す。
○山 田俊 男君
総理の次 に副 総 理が 誕生し ました ので、 まあ、そ うはい いま しても 鹿
野大臣は ナンバ ース リーの 立場に おいで になるわ けです から 、どう ぞそ
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の決意で もって 関係 閣僚会 議でき ちっと 大臣の思 いを伝 えて いくと いう
ことをや っても らい たいと 、こん なふう に切にお 願いす ると ころで あり
ます。
さて、自 由民主 党が 、今日 の資料 にも出 しており ますけ れど も、ニ ュ
ースを出 してお りま す。そ の中身 、御覧 になった という ふう に思い ます
が、明確 に政府 が聖 域なき 関税撤 廃を前 提にする 限り交 渉参 加に反 対す
ると、こ の姿勢 でい るわけ であり ます。 もちろん 、農業 だけ の問題 がＴ
Ｐ Ｐ で は ありま せん ので、 その他 につい ての項目 も書い てお ります けれ
ども、こ この一 番の 聖域な き関税 撤廃、 これは農 産物の こと を言っ てい
るのは間 違いな いわ けであ ります 。大臣 、自民党 のこう した 姿勢は 大臣
の大きな 支え、 しり を押す 動きに 私はな るという ふうに 思う んです が、
大臣のこ れ御覧 にな った上 での感 想をお 聞きしま す。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今、こう やって 改め て見せ ていた だきま した。私 どもも 、聖 域なき 関
税撤廃を 前提に する 限り交 渉参加 には反 対すると いう自 民党 として の基
本的な考 え方を お示 しにな られた という ふうなこ とは承 知を して お った
ところで ござい ます 。
そういう 中で、 いわ ゆる協 議に先 立って 判断基 準 を設け ると いうよ う
な趣旨で お決め にな ったと 思いま すけれ ども、我 が政府 とい たしま して
は 、 協議 に先立 って 判断基 準を設 けるこ とでなし に、 情 報を しっか りと
把握をし て、そ して 何を求 めら れ ている かという ことの 中を 、考え 方を
国 民 の 人 にお示 しを しなが ら議論 を得て いただい て、そ し て 判断を して
いくとい うこと であ ります から、 私 ども としては 、昨年 の十 一月、 野田
総理が交 渉参 加 に向 けて協 議に入 ります というふ うなこ との 考 え方 に立
って以来 、この 基本 的な交 渉参加 に対す る判断と いうふ うな ものの やり
方につき まして は、 何らそ の後に おきま しても変 わって いな いとい う ふ
うなこと でござ いま す。
○山 田俊 男君
大臣、そ うする と、 結局は 協議の 場が大 事ですし 、さら にま た、ど う
いう情報 をち ゃ んと 、どう いう情 報を外 務省が把 握して 、そ の 上で 、も
ちろん農 水省も そう ですし 、経済 産業省 もそうだ という ふう に思い ます
けれど、 どうい う 情 報を把 握して 、そし て国民的 な議論 を進 めてい くん
だという ことに つい て、ち ゃんと 丁寧に やっ てい かなき ゃい かぬと いう
ことがあ るんだ と思 う んで すね。 それで いいです ね。
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○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
はい、非 常に大 事な ことだ と思っ ており ます。そ れだけ に、 私もい ろ
んな機会 を通し てで きるだ け、外 交案件 ですから 全て何 でも かんで もと
いうわけ にいか ない ときも あるか もしれ ませんけ れども 、で きる限 り、
重 ね て申 し上げ ます けれど も、非 常に広 い分野に おけ る とこ ろの交 渉の
内容とい うふう なこ とにな って い るもの と思って おりま すか ら、そ の中
身 に つ い て何を 求め るかに ついて は、で きるだけ やはり 国 民 の人に も示
していく べきじ ゃな いかと 、こう い うふ うなこと を、私 は基 本的 に 考え
ておるこ とは 今 も変 わりま せん。
○山 田俊 男君
その決意 でちゃ んと 具体的 な運営 につい てもどう ぞ関与 して いただ
きたい、 こんな ふう に思い ます。
さて、次 に、放 射性 物質に 関する 新しい 基準値、 先ほど も徳 永先生 か
らも話が ありま した が、こ の こと につい て、どう も厚生 労働 省の、 放射
線 審 議 会 の各委 員か ら、今 何でこ れだけ 厳しい基 準を定 める 必要が ある
んだとい う声が です ね、ど んどん 出てい たんです 。私は 議事 録全部 読ま
させてい た だき まし たが、 随所で 何回に もわたっ て厚生 労働 省の担 当者
が発言し ている のは 、なぜ こんな 厳し い 基準を決 めるん だと いうふ うに
なったと きに、 これ は平常 時なの か、そ れとも現 に原発 の事 故が あ った
ときの数 字なの かと いうこ とも含 めて質 問 があり 、そ れに 対して 、い や、
平常時の 数値で す と 。驚き ですよ ね。今 、事実、 こうい うこ とが起 こっ
ていると きに何 が平 常時か という ふうに 言い たく なるぐ らい です。
ただ、安 全、安 心に やっぱ り気を 付けな きゃい か ぬ、国 民の 要求に 要
望にきち っとこ たえ なきゃ いかぬ という 点につい ては私 もそ れは賛 成で
あ る し、 そのと おり だと。 であり ますけ ど、それ にし て も、 実態に きち
っと沿わ な いよ うな 数字で 規制 値 が出さ れて、苦 労する のは 、これ は放
射 線 審 議 会の委 員も 会長さ んも明 確に申 し上げて いるん で す けど、 苦労
するのは 現場の 生産 者であ ったり 流 通業 者であっ たりし てい るわけ であ
ります。
その場合 に何言 われ ている かとい ったら 、厚生 労 働省か らは 、農林 水
産省に聞 いたら 、農 林水産 省は数 値はず っと低く なって いま すし、 影響
あ り ませ んとい うこ とを申 してい ますと 。みんな 、農 林 省へ 、ぼお んと
背中へ乗 せられ てい るんで すよ。 今日は 、私は当 委員会 に厚 生労働 省を
呼 ばなか っ たの はそ ういう ことで もあり ます。ど うぞ、 農林 省の責 任が
物すごく 重くな って いる。
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具体的に 、例え ば百 ベクレ ルにな りまし たが、 し かし、 六か 月の猶 予
を置いて ありま すな んとい うこと を小宮 山大臣は とうと うと おっし ゃる
わ け だ。 六か月 の猶 予を置 いてお いたっ て、この 六か 月 、四 月から 十月
までの間 に、例 えば 米につ いて 百 ベクレ ル以下の ものが 出た ら、そ れは
風評被害 、 間違 いな く起こ ります ね。そ して、百 ベクレ ル以 下のも のが
多く流通 すると いう 可能性 が全く ない わ けではな いわけ です 。
農林水産 省は元 々、 五百と 百の 間 の米や その他 の ものに つい て、こ れ
は緊急買 入れも 含め てそれ ぞれ対 策を講 じておら れるわ けで すけれ ども 、
そ れ以外 に、除 染を どうす るか、 それか らさらに は、 言 うな れば放 射線
を吸収な いしは 抑制 する対 策を ど うする か、さら には検 査の 体制を どう
す る か 、 それか ら出 荷に当 たって の注意 、さらに はこの 百 を 下回っ て風
評被害が 出たも のに 対する 対策、 そ うで しょう、 それを みん な農林 水産
省が背負 わな き ゃい かぬこ とにな るんで すよ。こ の点に 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。
○大 臣政 務官 （森 本哲 生 君）
委員おっ しゃら れ る ように 、厚生 労働省 の新しい 基準が 決ま った以 上 、
これにつ いては 我々 がしっ かりそ こに従 って いく という こと が基準 だと
思ってお ります 。 た だ、今 のお話 の中で 、私ども が、農 林水 産省 が 大丈
夫だとい うよう なこ とにつ いては 、やは り ここの ところ は少 し認識 が厚
生労働省 と我々 とは 違う部 分がご ざいま して、例 えば夏 以降 百ベク レ ル
を超える 野菜は ほと んど出 ておら ないと いうこ と とか、 その 百ベク レル
以上のと ころが 単発 的に は 出るに しろ全 体的には 収まっ てお るとか 、そ
う した資 料を基 に厚 生労働 省が判 断され たん だと い うふ うに 思って おり
まして、 私ども とし てはこ の 基準 という ものは非 常に厳 しい という こと
で 受 け 止 めさせ てい ただい ており ますの で、万全 の体制 を農 林水産 省と
しては取 ってい かな いと、 やっぱ り風評 被害、そ して消 費者 の皆さ んに
信頼され な い、 そう いう認 識をし ており ますので 、ただ 、こ この解 釈を
どうされ たのか とい う問題 は私自 身も 想 像すると ころで ござ います ので 、
私の見解 とし て はそ のよう に申さ せてい ただきま す。
○山 田俊 男君
牧草とか 、それ から 稲わら 、それ から最 近多いの は干し シイ タケ、 こ
うした出 やす い もの につい てちゃ んと対 策を取っ ていか ない と 大き な影
響を与え るとい うふ うに思 います し、そ れから 、何度 も言 うよう ですが 、
百を下回 ったも のに ついて も必ず 風評被 害が生ず るんで すよ 。だ か ら、
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風評被害 が生じ たも のに対 する対 策をど う するか という こと を考え てい
かないと それは どう にもな らない わけで 、最終的 には損 害賠 償をき ち っ
とやると 。そう する と、損 害賠償 のとこ ろへ持 っ ていっ たら 、いや 、こ
っちの風 評被害 は出 荷制 限 もされ ていな いし対象 じゃあ りま せんみ たい
な 話にな ったり 、県 がどう も離れ ていま すから対 象 じゃ あり ませ ん みた
いな話を してい たの では絶 対 救わ れない というふ うに思 いま す。どうぞ 、
この新基 準値と 、そ れとそ れぞれ 間に お ける諸対 策、そ して もう一 つは
損害賠償 の仕組 みを きちっ と連動 させて もらいた い、そ の役 割を ど うぞ
農産物等 につい ては 農林大 臣始め として 皆 さんに やって いた だきた い、
これをお 願いし ます 。
○大 臣政 務官 （森 本哲 生 君）
山田委員 、あり が と うござ います 。 これ はもうご もっと もな ことで ご
ざいます ので、 ここ のとこ ろはも う認識 を一にし ており ます ので、 しっ
かりここ のとこ ろは 頑張っ てまい ります 。
○山 田俊 男君
資料の四 ページ 目を ちょっ と御覧 になっ ていただ きます が、 改めて こ
うして見 てみ ま すと 、我が 国の農 業がい かに低迷 してい るか と いう こと
がよく分 かりま す。 農業生 産額も 十三兆 七千億あ ったの が九 兆五千 億に
下がって しまっ て い るわけ ですね 。それ からさら には、 農業 純生産 、 農
業所得と して見 てい いのか という ふうに 思いま す けれど も、 これも もう
半分に減 っちゃ って いる わ けです 。だか ら、農業 者が、 農業 生産の 現場
が いかに 苦労し てい るかと いうこ とをこ れで見て 取 るこ と が できる わけ
で す 。 さ て、そ の対 策とし て、み んなそ れぞれ関 係者 は 苦労 してい るわ
けであり ますが 、戸 別所得 補償 に ついて ちょっと 触れさ せて いただ きた
い と い う ふうに 思い ますけ れども 、二十 三年産の 米価変 動 に ついて はま
だ分から ないわ けで す。し かし、 そ こに 必要な予 算につ いて は二百 九十
四億円、 これ は 変動 支払に かかわ るもの として準 備され たと い うの は承
知してい ます。
さて、二 十四年 産米 、これ から出 てくる 二十四 年 産米に つい ての変 動
支払につ いての 対策 は取ら れてい ないわ けです、 一切取 られ ていな いわ
け で す。 そうで す よ ね、二 十五年 の予算 に手を打 たな き ゃい かぬわ けで
すから、 その対 策が なされ てい な いわけ でありま すけれ ど。 一体、 二十
四年産米 価が下 がっ ていた ときに 二 十五 年できち っとし た予 算が準 備で
きるんで しょ う ね、 これ確 認して おきま す。
山田の国会報告
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○副 大臣 （岩 本司 君）
山田先生 にお答 えい たし ま す。 二 十四年 産に係る 米価変 動補 填交付 金
は 、 二 十 五年度 予算 で措置 するこ とにな るもので ありま す。 このた め、
二十四年 度予算 のＰ Ｒ版で は、二 十四 年 産も二十 三年産 と同 じ仕組 みで
実施する ことを 明記 してい るとこ ろであ ります。 これ金 額記 載し て おり
ませんけ れども 、二 十五年 度予算 の金額 に つきま しては 今後 概算要 求ま
でに検討 するこ とに なりま すけれ ども、 米の価格 動向等 を見 極めな が ら
必要な予 算額を 確保 してま いる考 えであ ります。
○山 田俊 男君
概算要求 までに 二十 四年産 の価格 の動向 を見なが ら対策 を講 ずると
いう趣旨 はよく 分か りまし た。あ りがと うござい ます。 さて 、大臣 、御
就任なさ れてか らも う二期 、大 臣 継続し て実施さ れたわ けで す。二 十二
年 産 米 の 秋以降 、本 当に困 ってい たんで すよ、値 段が下 が っ ちゃっ て。
そして、 もちろ ん変 動支払 の対象 に なっ たわけで す よ。 しか し、あ れだ
け米価が 下が っ ちゃ って、 何だ、 国から 補填して もらえ るか ら 米価 下げ
てもいい んだろ うと いう形 での取 引がな されたん じゃな いか という のは
みんな思 ってい る ん です。 やはり 変動支 払の在り 方が大 変私 は問題 だと
いうふう に思い ます 。
大臣に就 任され た後 、大臣 がおや りにな ったの は 、二十 二年 産米、 過
剰が市場 に出回 って いると いう中 で、二 十二年産 米につ いて 大臣に 手を
打 っ ても らった んで す。政 府買入 れ十万 トンと、 あと 十 七万 トンの 、言
わば集荷 円滑化 対策 で隔離 して い た部分 の米を十 七万ト ンに 、処理 いた
だ い た 。 そのこ とに よって 二十三 年産の スタート が始ま る と きにそ れな
りの適切 な通常 在庫 のレベ ルに落 と すこ とができ たから 、も ちろん 福島
のことも あり ま した けど二 十三年 産の米 価がかく のごと く水 準 を保 って 、
それで変 動支払 の対 象にな らなく て済 ん だんです よ。
大臣、変 動支払 で千 五百億 や千三 百億の 金を準 備 するよ りも 、そう し
た大臣が おやり にな ったあ のとき の豊作 分の過剰 対策に なっ たり、 それ
か ら 過剰 出回り の部 分の対 策をや ってい ただいた こと が 効果 あった んで
すよ。私 は、大 臣、 ちゃん と、 米 価下が ったって 構わな いと いう姿 勢 じ
ゃなくて 、 きち っと いかに 需給調 整に役 割を果た すかと いう ことを 考え
ていただ きたい とい うふう に思う んで す が、いか がです か。
○国務大 臣（鹿 野道 彦君）
一つの基 本的な 考え 方を今 山田委 員から 申された わけで あり ますけ
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れ ども、 この変 動部 分につ いてど う対処 するかと い うこ とに つきま して
は、いわ ゆる二 十二 年産の 価 格そ のもの が随分低 くなっ たと いうふ うな
こ と に つ いては 前の 年のい ろんな 問題等 もかかわ ってき てい るわけ であ
りますけ れども 、今 後、こ の戸別 所得補 償制度と い うふ うな ものを 継続
してもら い たい とい う非常 に強い 要請、 要望とい うふう なも のを農 業者
なりある いは各 自治 体の人 たちの こと を 思います と、三 党に おいて この
戸別所得 補償に つい てもい ろいろ と御検 討してい ただい て、 そし て 法制
化につな がって いけ ば大変 安定し た、い わ ゆる農 業者に とっ ても経 営に
もつなが るんじ ゃな いかな と、こ んなふ うに思っ ており ます ので、 そ う
いうこと も含め てい ろいろ と三党 の間で 御協議 を してい ただ けばと 、こ
んな思い は持っ てい ると こ ろでご ざいま す。
○山 田俊 男君
三党協議 の経緯 につ いては 大臣よ く 御存 じだとい うふう に思 います
けれど、 自民党 も公 明党も ちゃん とやり ましょう という こと で動 い て、
かなり早 い段階 に回 答を求 めると いう動 き をして いたに もか かわら ず、
皆さんの 方がな かな か動き が付か なかっ たという ことが ある という こ と
だけちゃ んと頭 に入 れてお いてい ただき たいと い うふう に思 います 。三
党協議が 必要だ とい うん だ ったら 、ちゃ んとやり ましょ う。 そして 、一
つ 一つ、 何が大 事か という ことを 議論さ せてもら お うじ ゃな いです か。
さて、人 ・農地 プラ ンを進 めてお られる んです よ 。とこ ろで 、本日 の
資料を、 出しま し た 資料の 二ペー ジ御覧 になって くださ い。 この資 料の
右側の方 だけ 、右 の色が 付いて いる 方 だ け見ても らえれ ばい いんで すが 、
こ れ は 水 田・畑 作経 営所得 安定対 策、こ れは戸別 所得補 償 が 入る前 の、
自民党が 与党の とき につく ってい た 仕組 みであり ます。 その 際も、 認定
農業者プ ラス 集 落営 農組織 として いかに 農地の利 用集積 をす る か、 それ
から地域 に担い 手を つくり 上げる かとい うことで 、そし て制 度の対 象に
していく かとい う こ とで全 力を挙 げたん です。 そ の際、 出て きてい るカ
バー率、 平成二 十二 年 であ ります けれど も、認定 農業者 と集 落営農 組織
でカバー してい る割 合が全 国で三 一・五 ％もある んです 。多 い方で 言う
と、北海 道なん かは 八六％ こうし てカバ ーしてい る。さ らに 、ずっ と見
て い きま して、 山形 や秋田 も大変 高い割 合です。 それ か ら、 新潟、 富山
なんかも 高い割 合。 さらに は、 佐 賀県、 六七％。 要は、 こう いう形 の農
地の利用 集積や 担い 手づ く りにつ いて、 大変な努 力をし てき ていた んで
す 。 これ を評価 しな いで、 新しく 人・農 地プラン だと い って 、そし て、
さらにま た、育 てて きた認 定農 業 者の仕 組みにつ いて、 どう も聞く とこ
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ろ に よ っ て伝わ って くるん ですけ れども 、認定農 業者制 度 を 見直す と。
大変、こ れまで 努力 してつ くって き た皆 さん、も う頑張 れ、 頑張れ とや
ってきた のに、 突然 に認定 農業者 制度も 、やめる と言っ てい ない の かも
しれませ んが、 見直 すとか 、それ も二十 な いし三 十ヘク ター ルの新 しい
大規模な 経営体 をつ くり上 げるた めのス テップに してい くん だと、 み た
いなよう な話で 人・ 農地プ ランが 進むと いうこ と であれ ば、 もう混 乱す
るだけで すよ、 地方 は。 こ の点に ついて 、どんな 問題意 識を お持ち です
かね、お 聞きし ます 。
○副 大臣 （岩 本司 君）
今日の農 業をめ ぐる 状況 を 見ま す と、高 齢化、ま た後継 者不 足、耕 作
放 棄 地の 増加な どで 、五年 後、十 年後の 展望が描 けな い 集落 、地域 が多
数存在し ている とこ ろでご ざい ま す。こ ういった 集落、 地域 の人と 農地
の 問 題 を セット で解 決して いくこ とが極 めて重要 であり 、 こ のため 、平
成二十四 年度か ら、 集落、 地域の 関 係者 が話合い を行っ て、 今後の 中心
となる経 営体、 これ は個人 、法人 、集落 営農、こ れはも うど こか、 そこ
へどうや って農 地を 集める かとい ったこ とを 明確 にした 人・ 農地プ ラン
を作成し ていた だい て、 こ れをベ ースに して新規 就農対 策や 農地集 積対
策 を 進 め ること とし ている ところ であり ます。 こ れまで に、 集落地 域の
話合いに よって 集落 営 農の 組織化 を始め 、地域の 中心と なる 経営体 を決
めていた だき、 その 地域で あれば 今回の 人・農地 プラン の作 成に当 たっ
てのこの 手続は 極力 簡素化 をして いく考 えであり ます。
○山 田俊 男君
どうぞ、 簡素化 と言 ったら いいの か、そ れとも柔 軟性を 持っ て地域 の
実態を踏 まえ て 対処 してい ただく という ことだと 思いま すの で、その点 、
こういう 取組、 汗か いてき た現場 の実態 があるん だとい うこ とをよ く頭
に 入 れ て もらっ て、 そして 進めて もらい たい、こ んなふ うに お願い す る
ところで ありま す。 さて、 米の先 物取引 のことに ついて ちょ っと触 れた
いわけで ありま す。 今日の 新聞に も出て おりまし たが、 どう も東穀 は経
営破綻し かねな いと いう状 況の中 で、米 も含 めて 農産品 の全 てをほ かの
取引所に 移管す ると い うふ うに社 長が記 者会見し たよう に聞 いてお りま
すけれど も、大 臣、 これは もう試 験上場 しました よね。 試験 上場し まし
て、この 一年間 、と もかく 、 もう 取引の 実績が十 分に出 てこ なくて 、そ
し て も う ここへ 来て どうも 解散だ と、み たいなよ う な話 にな ったら 、大
臣、もう 試験上 場の 認可、 認可さ れたと いうのは 、認可 とい う行為 がな
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くて、向 こ うが 手を 挙げた ら駄目 だと言 わない限 り進め るこ とにな った
仕組みで 進んだ わけ であり ますけ れど も 、もうこ れはあ れじ ゃない です
か、もう 今度は やめ ようと いうふ うに言 わなきゃ いか ん のじ ゃな い です
か。いか がです か。
○大 臣政 務官 （森 本哲 生 君）
この件に つきま し て は、ま だ七か 月とい うような ことで 、試 験上場 と
いうよう な形で やっ てまい ってお ります ので、 社 長のコ メン トもあ りま
すが、こ このと ころ は私 ど もが今 コメン トをす る ことは 差し 控えさ せて
い ただき たいと 思い ますの で、よ ろしく お願い申 し 上げ ます 。（発 言す
る者あり ）
○山 田俊 男君
野村先生 からし っか り応援 しても らって いますが 、その とお りであ り
まして 、私の 今日 提出し た資料 の三ペ ー ジ、も うこれ 事業 をや っ ている 、
取引やっ ている とい う実態 じゃな いじ ゃ ないです か。こ れは 、先物 の一
日当たり 取扱高 です よ、上 の方は 、これ は東穀の 。だっ て、 形に な って
いません よ、目 標に 比べて 圧倒的 に低く て。 まし てや、 関西 商品取 引所
なんかの 場合は 、社 長 さん か理事 長さん の会社が もう自 己取 引して いる
みたいな 話でし か、 形にな ってい ないん ですよ。 だから 、も う駄目 です
よ。まし てや、 その 下にあ ります 、これ は東穀の 米先物 価格 の推移 だけ
見 て いま すが、 これ はもう 全然形 になっ ていない 。 まし てや 、東穀 は苦
し紛れだ ったの かど うか分 かりま せんが 、私も よく 分から ないん ですよ 。
米 の先物 市場に 連動 するｅ ワラン ト、ｅ ワラント 、 意味 分か らない んで
すが、金 融商品 だそ うです 。 これ を、誕 生するの で、米 先物 市場と 連動
型 の 金 融 商品が 誕生 すると 。だか ら、新 たな形で 米先物 市場 が注目 され
る、金融 商品を 介し て米先 物市場 へ流 動 性の供給 が期待 でき る、市 場の
活性化に つ なが るこ とを期 待して います と書いて あるん だ。 これ、 ｅワ
ラントを 出して いる 会社が 言って いる 話 じゃ、宣 伝文句 じゃ ないん です
よ。東穀 の広報 がこ ういう 形で、 他の金 融商品が 入って くる から い やい
や活性化 するん だな んとい うこと を言っ て いるん ですよ 。
こんな世 界に大 事な 主食の 米を持 ってい きます か 。だか ら、 これは も
う直ちに 私は廃 止す べきだ という ふうに おっしゃ るべき だと 思いま すが 、
い かがで すか。
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○大 臣政 務官 （森 本哲 生 君）
確かに委 員御指 摘 の ように 、この 件につ いては低 調で推 移を してお る
というこ とは事 実で ござい まして 、今、 現段階 で は存続 、解 散、市 場移
管など、 その在 り方 、何 ら かの検 討を出 したわけ でもご ざい ません で、
幾 つかの 選択肢 で社 長は申 されて おりま すので、 そ のこ とを いま少 しお
待ちいた だきた いと 存じま す。
○山 田俊 男君
申請した のは東 穀で すよね 、そう でしょ う。その 東穀が 仕事 ができ な
くなった から と いっ て、ま してや 、しっ かりやっ ている なら 別 だけ れど
も、内容 的に米 の流 通にや っぱり 合わな かったの かもし れま せん。
それで、 東穀が やめ ちゃう から、 今やっ ている 試 験上場 、認 可もら い
ながらや ってい るそ れを、 要はほ かの業 態にやら せます みた いな話 は、
こ れ は要 件にも とる と思う んです よ。だ から、こ れし っ かり 検討い ただ
いて、対策 を取っ てもら いた い。もう 米が できてい ます。米 始まり ます 。
出 ま す 。 場合に よっ たら、 先物取 引で価 格安定し ようか な と 思う人 、場
合によっ たらい るか も、お いでに な るか もしらぬ 。しか し、 まして や一
回、この まま、 この ままず るずる と、取 引に上場 だとい うふ うに や った
ときにも うやめ られ なくな っちゃ います よ。 だっ て、 何 月限 月なの か、
出来秋ま で待っ てい な きゃ いかぬ かもし らぬとい うこと にな るわけ です
から、早 急にや はり 対策を 講じて もらい たいと、 こんな ふう にお願 いし
ておきま す。
続いて 、 酪 農 の 対 策 に つ い て 申 し 上 げ た い と い う ふ う に 思 い ま す が 、
本日の畜 審で若 干の 引上げ という ことで 大臣の諮 問が出 たと 承知し てお
り ま すの で、限 度数 量につ きまし ては若 干減った よう で あり ますけ れど
も、しか し価格 につ いては きち っ とそれ なりの対 策をお 取り になっ たと
い う こ と で、私 は評 価した いとい うふう に思うと ころで あ り ますが 。 申
し上げま すと、 実は 私は物 すごい びっく りし たん ですが 、北 海道の 酪農
経営とい うのは 、都 府 県に 住んで いる、 何といい ますか 、若 い青年 男女
の憧れの 的。だ から 、北海 道で酪 農をや っておら れる人 の中 で多く の人
に出会い ました 。い や、自 分は浅 草の出 身なんだ とか、 それ から岐 阜県
の 出 身な んだと か言 いなが ら、若 いとき にここへ 来て、 そし て酪農 の農
家に魅入 られて 、そ して酪 農を継 いだ、 この大自 然の中 でこ の仕事 がで
きていて 本 当に 良か った、 こうお っしゃ っておら れるわ け。 で、そ れな
りに時代 が進む 中で 、規模 も拡大 しな が らやって おられ る。 と ころ が、
もはや規 模を拡 大す れば拡 大がさ んざん 迫られて 、ヨー ロッ パの 規 模よ
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りも大き い経営 体が できて くる。 また、 大 きい経 営体を つく らなか った
ら採算が 取れな いと いう中 でのも う競争 をあおっ てきた かも しれな い わ
けです。
大変びっ くりし てい るのは 、そう いう憧 れの的 で あった 畜産 経営、 酪
農経営。 北海道 でも 実は外 国人研 修・技 能実習生 が大変 増え ている わけ
で あ りま す。外 国人 の研修 や技能 実習生 の数は、 この 十 年で 五倍に 増え
てます。 平成十 二年 は千九 百八 十 八人程 度だった 。とこ ろが 、平成 二十
一 年 の 数 字を見 てみ ますと 、十 年後の 平 成二十一 年は九 千 三 百七十 三人 、
もう十年 で五倍 に増 えてま す。そ して、 その酪農 家が研 修生 なしに はも
う成り立 っ てい かな いとい うふう に言っ ているん ですよ 。 一 体、何 かお
かしいと 思いま せん 、お聞 きしま す。も ちろん外 国人の 研修 や実習 生が
いかぬと い うこ とを 言って いるわ けじゃ ありませ んよ。 だけ れど、 こう
いう形で しりを たた いてあ おって 、効 率 化をあお って、 食べ ていけ ない
経営をつ くって いた んじゃ 、本当 にこの 日本、そ してそ れも 北海 道 です
よ、北海 道でそ うい う実態 になっ ている と いうこ とをど んな ふうに お考
え になり ますか 。お 聞きし ます。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
非常に、 今、山 田委 員から の御指 摘のと おりに、 厳しい 状況 の中で 酪
農家の人 たちが 取り 組んで いただ いてお るという ような こと は私も 承知
をさせて いただ いて おりま す。そ ういう ふうな意 味で、 今回 、審議 会の
方 に 諮問 をさせ てい ただい たとい うふう なことも 、や っ ぱり 全国の 酪農
家の所得 確保と いう ふうな もの を どうや って図っ ていく かと いうふ うな
と こ ろ に 一つの 起点 を置か させて いただ いたとい うふう な こ とでご ざい
ます。
そういう ふうな こと から、 私ども といた しまし て も、今 後の 取組と い
うふうな ものは 、審議会 で の結 論とい う ふうなも のを踏 まえ て、単価等 々
あ るいは 限度数 量に ついて 決定を すると いうこと に なる わけ であり ます
けれども 、いわ ゆる 経営の 安 定と いうふ うなこと の実態 状況 という もの
を こ れ か らも検 証し ていく ととも に、生 産現場の 意見と いう ふうな もの
も十分踏 まえな がら 取り組 んでい かなき ゃならな い課題 であ るもの と、
こういう 認 識に 立っ ている ところ でござ います。
○山 田俊 男君
最後の、 資料の 五ペ ージに 、北海 道、都 府県の酪 農の経 営状 況を記 し
ておりま すが、 農業 所得、 所得部 分は平 成二十二 年で九 百万 円で す 。と
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ころで、 この九 百万 円です が、働 いてい る 専業従 事者、 専従 者、二 ・四
一人です 。一人 当た りに割 り算し ますと 、これは 三百七 十万 円。一 生 懸
命働いて 、それ で搾 乳の頭 数は六 十七頭 、だか ら 大規模 経営 です。 これ
に未搾乳 という 、い わゆ る 育成の 牛も含 めて考え れば百 頭を 超えて いる
と 思うん です。 こう いう経 営をや ってお られて、 そ して 農業 所得は 一人
当たりで 換算す ると 三百七 十 万円 ですよ 、平均で 。これ じゃ やっぱ りち
ゃ ん と 経 営やっ てい るとい うふ う に言え るかどう かとい うこ とです 。
これは北 海道だ けの 数字じ ゃない もので すから、 全国で 見ざ るを得 な
いんです が、産 業別 に未婚 率、 結 婚され ていない 率とい うの を見て みる
と 、 農 業 就業者 の男 性の未 婚率は 他の産 業よりも 圧倒的 に 高 いです 。そ
して、三 十歳や 三十 四歳の 区間で 二 人に 一人が結 婚して いま せん。 その
上の三十 五歳 か ら三 十九歳 では三 人に一 人が結婚 してい ませ ん。そして 、
四十歳以 上でも 四人 のうち 一人が 結婚し ていない んです 。 要 は、こ んな
ことでい いです かね 。こ この部 分 につ い て、や はりち ゃん と生活 できる 、
一 人 前 の 所得が 実現 できる という 経営体 にしてや らなき ゃ い かぬで すよ 。
それが 、規模 拡大 かって いった ら、規模拡 大目いっ ぱいや って います よ。
とすると 、 今の 酪農 経営に 対する 政策手 段がこれ でいい かと いうこ と
を考えな きゃい かぬ 、場合 によっ たらね 。 そうい うこと も含 めて、 どう
ぞ大臣、 この国 の農 業、基 本的な ことは 忘れない でおい て、 そして 元
気になる ように 、そ のため に必要 な手だ てを講じ ていこ うじ ゃない です
か。その ために 必要 な、三 党協議 が必要 だったら 、幾ら でも 三党協 議や
ろ う じゃ ないで すか 。
以上で終 わりま す。 ありが とうご ざいま した。
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