参議院予算委員会／2012 年 4 月 3 日

【主 な質 疑項 目】
１ ． TPP に関 する 各国 と の協 議と 今後 の 判断 等つ いて
２． 食品 の放 射性 物質 の 新基 準値 の設 定 につ いて
３． たば この 禁煙 対策 に つい て
○山 田俊 男君
自由民主 党の山 田俊 男であ ります 。残念 ながらそ の席が 空い ていま し
て、総 理がお いで になら ないと いうの は 残念であ ります けれ ど、しかし 、
それぞれ 閣僚、 顔を 見ます と、い つ総理 になって もいい とい う覚悟 の皆
さんであ ります から 、ちゃ んとそ の決意 で臨んで いただ きた い、こ んな
ふうに思 います 。
さて、本 日はＮ ＨＫ の報道 がなか ったの は残念で もあり ます が、し か
し、ちょ うどよ かっ たんじ ゃない かとい うふうに 思いま す。 昨日の ＮＨ
Ｋの九時 のニュ ース の報道 は余り にもひ どかった という ふう に思い ます 。
どこかか ら独自 に手 に入れ た資料 という ふうに言 いなが ら、 冒頭か らＮ
ＨＫの批 判をせ ざる を得な いわけ であり ますけれ ど、一 年前 か二年 前の
古い資料 を持ち 出し て、米 国は日 本の煮 え切らな い姿勢 にい ら立ち を示
している という ふう に言っ て、そ して野 田総理の 訪米に よる ＴＰＰ 交渉
参加の判 断を急 ぐよ うあお ってい るわけ でありま す。玄 葉大 臣、Ｎ ＨＫ
に言わせ たので すか 。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
そういう ことは 絶対 にござ いませ ん。
○山 田俊 男君
委員長、 キャス ター の大越 さんが ワシン トンに行 きまし て、 その上 で
さらに、 現地の ワシ ントン の記者 から、 連休 に訪 米して 、日 本の覚 悟の
ほどを見 たいと 、米 国は、 野田総 理は正 しいこと を主張 し、 実行力 のあ
る人だと 評価し てい るとま で言わ せてい るわけで す。ど うで すか、 つい
数日前か らどう も連 休中に 総理は 訪米す るんじゃ ないか とい う情報 が伝
わってき たんで すが 、その 日程は もう確 定してい るんで すか 。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
先ほど猪 口先生 の質 問にも お答え したん ですけれ ども、 連休 含めて 訪
米を考え ている とこ ろでご ざいま す。
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○山 田俊 男君
ともかく 、いら 立ち を隠さ ないで いるな んていう ことを それ こそ言 わ
せる、と んでも ない 報道で あり ま して、 それも資 料が、 古い 資料を 持ち
出して 、い かにも 新しく 手に入 れたよ う な顔をし てそれ で言 わせて いる 、
とんでも ない判 断で ありま す。私 も訪米 しました が、し かし 、その 際言
っている のは、 議会 人であ ったっ て、Ｔ ＰＰはオ バマの 貿易 政策で しか
ない、我 々は知 らな いよと 、そう 言った 上で、さ らには 、日 本に対 して
聖域なき 関税撤 廃を 求めて いると いうこ と、信じ られな いと 、我々 だっ
て大変大 事な、 関税 撤廃で きない 作物を 抱えてい るんだ よ、 こう言 って
いるわけ ですか らね 。
これ、極 めてＮ ＨＫ の報道 は一方 的だと いうふう に言わ ざる を得な い
わ け で 、 二晩、 今晩 もやる という ふうに いいます から、 きち っとＮ ＨＫ
はバラン スを取 って やって くれと いうこ とをちゃ んと申 し入 れてお きた
いという ふうに 思い ます。 どうぞ 外務大 臣、大変 気を付 けて いただ きた
い、こん なふう に思 います 。
さて、こ ういう 雰囲 気は前 からど うもあ ったよう で、三 月の 二日の 日
に、在日 米国商 工会 議所が 主催す るビジ ネスサミ ットに 行き まして 、そ
こで総理 は挨拶 され ている んです 。日米 同盟は世 界の安 定と 繁栄の ため
の公共財 だ。私 は、 これは 基本的 には賛 成です。 その後 が良 くない 。特
に経済面 では 、こ の地域 の更な る成長 の 実現やＦ ＴＡＡ Ｐの 形成に 向け 、
日本は米 国と緊 密に 協力し 、ルー ルメー キングに おいて 主導 的な役 割を
果たして いきま す。 現在、 日本は 米国や 他の国々 とのＴ ＰＰ 交渉参 加に
向けた協 議を進 めて おり、 私は、 これら の協議に 対する 米国 の官民 、各
界の御理 解と御 協力 をいた だきた いと思 います。 米国と 手を 取り合 い、
開かれた 自由な アジ ア太平 洋地域 の要で あり続け るよう 引き 続き努 力を
していき ますと 挨拶 されて いるん です。
もう、こ の予算 委員 会でも 議論に なって いますビ ートル ズの ポール ・
マッカー トニー 、ジ ョン・ レノン 、これ 二人で共 演する みた いな話 と全
く 同 じ だ 。もう その 雰囲気 でおい でにな るわけで すが、 原稿 を一体 これ
はどなた が、ど この 省庁が 書いた んです かね、外 務大臣 。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
外務省で ござい ます 。
○山 田俊 男君
枝野経産 大臣、 あな たもこ のビジ ネスサ ミットに 行って おら れるわ け
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でありま すけれ ども 、その 際、今 申し上 げたよう な独立 国の 総理と して
余りにへ りくだ った 対応だ という ふうに お思いに なりま せん か。
○国 務大 臣（ 枝野 幸男 君 ）
直接、総 理の御 発言 をお聞 きをし ており ませんし 、前後 の文 脈や全 体
の雰囲気 分かり ませ んので 、何と もお答 えしよう があり ませ ん。
〔委員長 退席、 理事 川上義 博君着 席〕
○山 田俊 男君
ＴＰＰ に つ い て は 、 そ も そ も オ バ マ 大 統 領 か ら 最 初 申 入 れ が あ っ て 、
それに菅 総理が 乗っ たとい うふう に一般 的に言わ れてい るわ けです 。し
かし、そ の後の 姿勢 として 、野田 総理な いしは野 田政権 は、 情報を 得て
国民的議 論を行 い結 論を得 る、セ ンシテ ィブ品目 に配慮 し、 国益を 踏ま
え取り組 むとい うふ うに整 理して いたは ずであり ますが 、全 く、今 のよ
うな姿勢 は、国 民的 な議論 を忘れ て、そ してただ 交渉参 加に 向けて 妥協
に妥協を 重ねる よう な姿勢 として 受け止 めている んです が、 いかが です
か、玄葉 大臣。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
今おっし ゃいま した ように 、関係 国との 協議に入 ると、 こう いうこ と
でござい ます。 最終 的に国 益を踏 まえて 結論を出 すと。 先ほ ど、例 えば
米国の官 民に理 解と 協力と いうの は、ま さに関係 国との 協議 に入っ てい
る、そう いう米 国の 今情報 も収集 をして いる、理 解と協 力が どのく らい
得られる か、そ うい うこと も全て 含めて 最終的に 国益を もっ て判断 をす
る、結論 を得る とい うこと をそこ は言っ ているに すぎな いと いうふ うに
思います 。
○山 田俊 男君
古川大 臣 、 今 、 全 国 各 地 で シ ン ポ ジ ウ ム が な さ れ て い る わ け で す が 、
政府はき ちっと 情報 を示す ことに なって いるんで すか、 お聞 きしま す。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
三月まで 全国九 か所 で全国 地方新 聞社連 合会等が 主催し たシ ンポジ
ウム、参 加をさ せて いただ いてお りまし たが、政 府の方 で。 これに つい
ては、こ れまで 得て いる情 報につ いてで きるだけ 中立公 正な 形で情 報提
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供に努め てきた とこ ろでご ざいま す。
○山 田俊 男君
国民皆保 険の制 度に ついて 大変懸 念があ るわけで すが、 これ につい て
は、古 川大臣 、どんな ふうに シンポ ジウム でおっし ゃって いる んです か。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
国 民 皆保 険につ いて は、こ れは総 理の方 からも、 これは しっ かり最 初
に断固と して守 って いくと いうこ とをき ちんとこ れもお 伝え もさせ てい
ただいて おりま す。 また、 実際に この国 民皆保険 につい ては 、これ はア
メリカ側 の方か らも 、アメ リカか ら他国 に求めて いるわ けで もない し、
そうした ものを 求め るつも りもな いと、 そういう 発言も 出て いると 、そ
のことも お伝え をさ せてい ただい ており ます。
○山 田俊 男君
古川大臣 、米国 のＵ ＳＴＲ の関係 者が、 ＴＰＰは どうい うも のかを 見
るときに は韓米 ＦＴ Ａをど うぞ御 覧くだ さいとい うふう に発 言があ った
というこ と につ いて は御存 じです か。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
そういう 話があ った という ことは 承知を いたして おりま す。
○山 田俊 男君
とすると 、今の 国民 皆保険 の仕組 みにつ きまして も、韓 米Ｆ ＴＡの 実
情を見る と、韓国 の国民 全体が 心配し て いるわけ ですね 。我々が 見ても 、
自由診療 のそれ こそ 病院を 特区に 建設す るという 話にな った ら、こ れは
まさしく 国民皆 保険 に影響 を与え るじゃ ないです か。シ ンポ ジウム の説
明は必ず しも不 十分 だった んでし ょう、 そうじゃ ありま せん か。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
今得てお る情報 につ いては きちん とお伝 えしてお ります ので 、不正 確
だという ふうに は考 えてお りませ ん。
○山 田俊 男君
鹿野大 臣 、 Ｇ Ｍ Ｏ の 食 品 の 表 示 問 題 に つ い て も 議 論 が 出 て い ま し て 、
これにつ いては 議論 の対象 外だと いって 古川大臣 答弁さ れて いるん です 。
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そういう 整理で いい んです か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
あらゆる 問題、 遺伝 子組換 えのこ とにつ いてもこ れは議 論を してい か
なきゃな らない と、 こう思 ってお ります 。
○山 田俊 男君
そうです 。鹿野 大臣 、よく 御存じ のとお りで、Ｔ ＰＰの 交渉 の中に お
いては、 九か国 との 間では そんな 議論し ていませ んよと いっ てアメ リカ
が言うか もしら ぬ。 しかし 、現に アメリ カから様 々な形 で、 対日年 次改
革要望書 だった り、 さらに は貿易 障壁の 報告書で あった り、 様々な 形が
もう既に 日本に 来て いるじ ゃない ですか 。そうい う課題 も抱 えてい ると
いうこと は、こ れは 古川大 臣、御 存じな んじゃな いんで すか 。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
ＴＰＰに ついて の今 までの 、今現 在三か 国の中で どうい う協 議が行 わ
れている か、そ れに ついて の情報 を収集 して、収 集でき た情 報を、 でき
るものは きちん とお 示しを してい くとい うことで やって いる わけで ござ
います。 その中 で、 ＴＰＰ の交渉 の中で 、 現在の ところ 、そ うした 遺伝
子組換え の食品 の問 題が議 論され ている ことはな いと、 そう いう情 報は
得ており ますの で、 そうし た状況 をお伝 えをさせ ていた だい ている とい
うことで ござい ます 。
○山 田俊 男君
鹿野大臣 、もう 一度 聞きま す。今 のよう な古川大 臣の言 いぶ りで、 本
当にみん なが心 配し ている ＧＭＯ 食品の 表示問題 、そう いう 整理で いい
んですか 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
遺伝子組 換えの 問題 につい てアメ リカ側 から言及 される とい うこと
でありま すなら ば、 当然い ろいろ そのこ とについ てはこ の議 論をし てい
かなきゃ ならな いと 、こう い うこ とだと 思います 。
○山 田俊 男君
もう様々 な形で 日本 にその 要求が 来てい るわけで すから 、Ｔ ＰＰの 交
渉と、そ れと二 国間 の交渉 が様々 な形で 入り交ざ って要 望が 来てい ると
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いうこと をちゃ んと 御存じ のはず なんで すが、外務大 臣 、いか がです か。
そういう ことで しょ う。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
米国につ いては 、今 、山田 委員が おっし ゃったと おり、 もう ＴＰＰ の
前の話、 以前に 、ず っと日 米経済 調和対 話とか、 その前 はま た構造 協議
だ、もう 様々こ の間 不断に あると いうふ うに申し 上げて もよ いので はな
いかとい うふう に思 います 。
○ 山 田俊 男君
民主党の プロジ ェク トチー ムで今 様々な 議論があ って、 党内 の意見 集
約をする という 動き がある やに聞 いてい るんです が、こ れは 古川大 臣、
よろしい ですか 。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
今、党の 経済連 携Ｐ Ｔにお きまし て様々 な議論が 行われ てい る、私 ど
も政府と しても これ まで得 た情報 を適時 適切にこ ちらの ＰＴ の方に お示
しをさせ ていた だい ている と、そ ういう ところで あるこ とは 承知を いた
しており ます。
○山 田俊 男君
どうもそ こでの 議論 で、党 の意見 を集約 するのと 、更に その ことを 政
府の態度 決定に する かどう かにつ いては 別の 問題 だとい う議 論がな され
ているや に聞い てい るんで すが、 その点 について はいか がで すか。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
これは、 ＰＴに おき まして 、党の 方のＰ Ｔ座長代 理であ りま す櫻井 議
員の方か ら、交 渉の 参加の 是非に ついて 党の意見 集約を 行う が、交 渉事
への参加 につい て党 が政府 を拘束 するこ とはでき ないル ール となっ てい
ると、そ うした 旨の 発言が あった ことは 承知をい たして おり ます。
○山 田俊 男君
玄葉大臣 、前内 閣の ときに 玄葉大 臣は国 家戦略大 臣と政 調会 長を兼 務
されてい たんで すね 。政府 と党は 一体運 営だとい うこと で整 理され てい
たんじゃ ないん です か。お かしく ないで すか、今 の整理 は。
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○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
今、政府・与 党の政 策決定 システ ムは、試 行錯誤を してい る状 況です 。
それはつ まり、 政権 交代を したと きには 、つまり スピー ディ ーな意 思決
定という 面と二 元構 造にな ってし まうの ではない かとい う面 と考慮 して 、
政策調査 会すら 実は なくな ったと 、こう いう経緯 があり ます 。それ では
いけない のでは ない かとい うこと で、菅 内閣のと きに私 が、 今おっ しゃ
っていた だいた よう に兼任 する形 で、言 わばスピ ーディ ーな 意思決 定と
二元構造 を一元 化す るとい うこと を担保 した と。
ただ、こ れはも う兼 任って 本当に 大変で ございま して、 ねじ れとい う
状況もご ざいま すし 、三党 協議だ 云々と いうこと もござ いま して、 今回
のような 改めて 事前 審査を すると 。ただ 、今私は なかな か厳 しい質 問だ
なと思い ながら 聞い ており ました けれど も、多分 、私の 推測 では、 今の
政策意思 決定の 仕組 みは、 法案、 予算に ついては 政調が 事前 審査を する
と、こう いうこ とな のでは ないか という ふうに思 ってい ます 。
○山 田俊 男君
そうする と、Ｔ ＰＰ の問題 は事前 審査の 対象じゃ ないと いう 整理な ん
ですか。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
今 お っし ゃって いた だいた ような ことの 理解の下 で、恐 らく 櫻井座 長
が、座長 代理で すか ね、そ ういう 発言を されたの ではな いか という ふう
に推測い たしま す。
○山 田俊 男君
議会制民 主主義 を取 ってい るわけ ですか ら、だか らこの 点に ついて は
党の意見 がある とい うこと であれ ば、そ の党の意 見をど う政 府・与 党の
政策に反 映する かと いうの は当然 のこと なわけで しょう 。そ れじゃ なき
ゃ、また 、選挙 で党 がマニ フェス トを掲 げていて も、そ のマ ニフェ スト
は作った 政府に 影響 を与え ないん だみた いな話に なった らと んでも ない
話になる じゃな いで すか。 ＴＰＰ は、当 然 のこと 、党内 の意 見集約 した
上で政府 に反映 する という ことで いいで すね。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
先ほど玄 葉大臣 から お答え をさせ ていた だきまし たよう に、 党の事 前
審査、こ れがよ くさ れるの は法案 とか予 算である という こと でござ いま
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す。そう いった 意味 では、 この経 済連携 の、これ まさに 行政 府とし て条
約の交渉 に入る か入 らない かとい う話で あります ので、 そう いった 意味
では、そ れは党 の事 前審査 が必要 なもの ではあり ません 。
しかし、 このＴ ＰＰ の問題 につい ては、 これは昨 年もこ の民 主党の 経
済連携Ｐ Ｔの提 言を いただ いた上 で、そ の上で 野 田総理 が熟 慮して 、ま
た政府・ 民主三 役会 議を断 続的に 行い、 さらには 関係閣 僚と も断続 的協
議を行っ た結果 とし て、昨 年十一 月十一 日に野田 総理が 記者 会見に おい
て、ＴＰ Ｐ交渉 参加 に向け て関係 国との 協議を開 始し、 各国 が我が 国に
求めるに ついて 更な る情報 収集に 努め 、十分な国 民的な 議論 を経た 上で 、
あくまで 国益の 視点 に立っ てＴＰ Ｐにつ いての結 論を得 てい くとの 方針
を打ち出 したと ころ でござ います 。そう いった意 味では 、政 府は与 党の
意見には 今まで もし っかり 耳を傾 けてま いりまし たし、 今後 とも、 まさ
に今も経 済連携 ＰＴ でお話 を伺っ ている のも 、ま さにそ うい った意 味で
党の様々 な意見 を伺 ってい くとい うこと でござい ますの で、 そうい った
意味では 、党の 意見 は意見 として 私ども も真摯に 伺って まい りたい とい
うふうに 考えて おり ます。
○山 田俊 男君
そうする と、党 の議 論を踏 まえて 、そし て関係閣 僚会議 なの か閣議 な
のか、政 府は一 定の 方針を 決める という ふうに考 えてい いん ですね 。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
これは、 党の御 意見 は参考 には当 然させ ていただ いて、 そう いった も
のも含め て最終 的に は政府 として 判断を させてい ただく とい うこと にな
ろうかと 思いま す。
○山 田俊 男君
いや、政 府とし て参 考にす るとい うのは いいんで すが、 関係 閣僚会 議
という組 織あり ます よね。 そこで 議論す るんです か、し ない んです か。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
今までも この経 済連 携、特 にＴＰ Ｐに関 しまして は、Ｔ ＰＰ 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 のを 設置を いた
しており まして 、そ の下で また幹 事会、 副大臣ク ラスで す、 幹事会 も設
けて、必 要に応 じて 開催を いたし ており ます。し たがい まし て、今 後、
これの推 移に応 じて 適時適 切にこ うした 政治レベ ルの会 合を 開催を して 、
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最終的な 判断を して まいり たい と いうふ うに考え ており ます 。
○山 田俊 男君
今、最 終 的 な 判 断 を し て い き た い と い う ふ う に お っ し ゃ い ま し た が 、
関係閣僚 会議開 いて 、そし て交渉 に参加 するなら 交渉に 参加 する、 交渉
に参加し ないな ら交 渉に参 加しな いとい う判断を ちゃん と決 めてい くと
いう理解 でいい んで すね。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
最終的に はそう なろ うかと 思いま す。
○山 田俊 男君
鹿野大臣 、鹿野 大臣 と農林 水産委 員会で 三月の二 十二日 の日 にやり 取
りをさせ てもら った わけで ありま すが、 あのとき も、今 は協 議して いる
だけであ って交 渉に 入って いるわ けじゃ な い、交 渉に入 ると いうこ とに
なれば、 当然の こと 、しか るべく 関係閣 僚会議を 含めた 決議 が必要 にな
るという ふうに 答弁 されて いたわ けです が、その 点でい いで すね。 確認
します。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
まさしく 、関係 閣僚 会議に おいて いわゆ る必要な 議論が なさ れて、 そ
して政府 として の考 え方を 示して いくと いうこと だと、 こう いう認 識を
持ってお ります 。
○山 田俊 男君
玄葉大臣 、ちょ っと 見てい ました ら首を 振ってお られた んで すが、 ど
うですか 、異論 があ るんで すか、 おっし ゃってく ださい 。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
い や 、結 局、結 論か ら申し 上げる と、恐 らくまだ 正式に 決ま ってい な
いという ことだ と思 うんで す。つ まり、 法定上、 閣議決 定す るとい うこ
とではな いです よね 、法定 上です ね。ど ういう形 でその 意思 決定を する
か。例え ば日本 とカ ナダの 、例え ばです よ、ＥＰ Ａ交渉 に入 る入ら ない
というと きに、 じゃ 、どう いう手 続が必 要かとい うのは 、実 は必ず しも
何か定ま ってい るわ けでは ないと 。そう いう意味 でどう なの かなと 、ち
ょっとそ ういう 意味 でそう いうし ぐさを したとい うだけ であ って、 今、
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鹿野先生 がおっ しゃ ったよ うな関 係閣僚 会議が開 かれる とい うのは 、こ
れは適時 適 切に 開か れるも のだろ うとい うふうに 思って いま す。
○山 田俊 男君
これ物す ごく大 事な ところ であり ますの で、今三 人の閣 僚か らちゃ ん
とやると 、適時 適切 に会議 を開く という ことであ ります ので 、ちゃ んと
覚えてお きます から ね、や ってく ださい 。さて、 もう一 つは 、その 際、
判断基準 が当然 求め られる んです 。その 判断基準 をどう いう 判断基 準に
するのか という こと につい ては議 論が進 んでいる んです か、 進んで いな
いんです か。こ れは 古川大 臣。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
これは、 判断基 準と いうの は今、 これま で様々な 情報も 得て きてお り
ま す 。そ うした 様々 な情報 を総合 的に勘 案して、 国益の 視点 に立っ て判
断をする という こと になろ うかと 思いま すが、基 本的な とこ ろは、 これ
は総理が 昨年十 一月 の記者 会見に おいて 申し上げ た、世 界に おける 日本
の医療制 度、日 本の 伝統文 化、美 しい農 村、そう したも のは 断固と して
守り抜き 、分厚 い中 間層に よって 支えら れる安定 した社 会の 再構築 を実
現する、 それと 同時 に、貿 易立国 として 今日まで の繁栄 を築 き上げ てき
た我が国 が、現 在の 豊かさ を次世 代に引 き継ぎ、 活力あ る社 会を発 展さ
せていく ために 、ア ジア太 平洋地 域の成 長力を取 り入れ てい くと述 べら
れ た 。ま さに、 こう した我 が国の 在り方 を実現を するこ とが できる かど
うかと、 そうし た点 に立っ てＴＰ Ｐにつ いての結 論を得 てい く方針 でご
ざいます 。
○山 田俊 男君
今の古川 大臣の 言い ぶりで 考えま すと、 何でもあ りとい うこ とにな っ
ちゃうん ですよ 。そ れじゃ 聞きま すけれ ども、農 産物を 始め とする 多く
の関税撤 廃が課 題に なる品 目につ いて、 じゃ、ど こでそ れを 読むん です
か。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
関税品目 につい ては 、この ＴＰＰ 協定に おきまし ては基 本的 に全て の
関税を十 年以内 に撤 廃する ことが 原則に なるとさ れてお りま すが 、これ 、
今 ま での 情報収 集の 中でも 明らか になっ てきたの は、最 終的 に即時 撤廃
がどの程 度にな るか とか、 段階的 にはど れくらい の時間 を掛 けて撤 廃す
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るのか、 また、 関税 撤廃の 例外が どの程 度認めら れるか と、 こうし た点
について は現時 点で は明ら かでな いとい うことが 今まで の情 報収集 で明
らかにな ってお りま す。そ ういっ た意味 では、私 どもと して は、こ れ、
まさにこ うした 状況 を踏ま えて、 我が国 にとって 勝ち取 るべ きもの はき
ちんと勝 ち取る 、そ して政 府とし て国益 を最大限 実現す るた めに努 力し
ていくと 、そう した 視点で 考えて まいり たいと思 ってお りま す。
○山 田俊 男君
そうする と、聖 域な き関税 撤廃と いうこ とについ て言わ れて いるわ け
ですけれ ども、 関税 撤廃品 目等に ついて 、センシ ティブ な品 目に配 慮し
という場 合のセ ンシ ティブ な品目 の配慮 というこ とにつ いて 、具体 的な
中身につ いて、 一切 議論も 判断基 準も示 さないと いう態 度で すか。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
今申し上 げまし たけ れども 、これ はまだ 今のＴＰ Ｐ交渉 の中 でどう い
うものが どうい う形 になる かとい うのは 非常には っきり して いない とこ
ろであり ます。 我が 国にお いては 、これ は仮に交 渉に参 加す る場合 には
全ての品 目をテ ーブ ルに置 くこと を、セ ンシティ ブ品目 に配 慮しつ つ置
くことを 前提と しま すけれ ども、 それは まさに交 渉の中 で、 本当に 守っ
ていくも のは守 って いく、 そうし た交渉 を行って いくと いう 判断で 考え
ていくべ き問題 だと いうふ うに思 ってお ります。
○山 田俊 男君
韓米ＦＴ Ａで米 が除 外品目 にでき たとい うのは、 交渉の 合意 の一週 間
前から二 週間前 だと 言われ ている んです よ。一体 、基準 をち ゃんと 定め
ないで交 渉して 、ど こかへ のめり 込んで しまうこ とにな るん じゃな いで
すか。玄葉 大臣、ど んなふ うにお 考え にな ります、交 渉する 立場と して 。
○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
これは外 交交渉 であ ります ので、 今から 何をどう するか って 、これ は
手のうち を見せ てや るべき もので はない と思いま すけれ ども 、繰り 返し
申し上げ ており ます けれど も、協 議に際 しては、 これは やは り守る べき
ものを守 って、 勝ち 取るべ きは勝 ち取る 、そうし た観点 で、 政府と して
は仮に交 渉に参 加す る場合 は協議 に入っ ていくと いうこ とに なろう かと
思います 。
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○山 田俊 男君
それじゃ やっぱ り交 渉にな らない んです よ。鹿野 大臣、 この 問題は 極
めて重要 な話な んで すが、 どんな ふうに お考えに なりま すか 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
我 が 政 府 といた しま しては 、協議 に先立 ってその 条件を 言わ ばこう で
すという ことを 設け てやる という ふうな そういう 考え方 でな しに、 関係
各国がど ういう こと を我が 国に求 めてく るかとい うふう なこ とをし っか
りと把握 をして 、そ して議 論をし ながら どうする かとい うこ とを決 めて
いくとい う、そ うい う考え 方に立 ってい るという ことで ござ います 。
○山 田俊 男君
そうする と、そ のレ ベルか らしま すと、 そのレベ ル、そ の考 え方か ら
すると、 今、一 定の 方針を 出す、 判断基 準を示す 、そう いう 段階じ ゃあ
りません ね、到 底、 今の鹿 野大臣 のお話 からする と。
○ 国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
私の認識 といた しま しては 、言わ ばニュ ージーラ ンド、 オー ストラ リ
アもまだ 具体的 な形 でこう だとい うふう なことは 申され てい ない。 そし
て、アメ リカに おき まして は、パ ブリッ クコメン トを掛 けて 、それ に対
してどう いうふ うな ことを 日本に 対して 言ってく るかと いう ふうな こと
について は分析 をし て、そ して時 間を少 々掛かる けれど も分 析をし なが
ら、我が 国に対 して 何を求 めるか 等々言 うという ような こと の考え 方を
示されて おると いう ことで ありま すから 、まだそ ういう 段階 ではな いと
思ってお ります 。
○山 田俊 男君
玄 葉 大 臣 、今の 鹿野 大臣の お話、 進行状 況につい ての御 判断 、踏ま え
てみると 、この 四月 の連休 、五月 の連休 に総理が 行って 、Ｎ ＨＫが 言っ
ているみ たいに 、Ｔ ＰＰ交 渉参加 の判断 を持って くるみ たい な話は あり
得ません ね。ど うで すか。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
最終的な 交渉に 参加 をする かしな いかと いうその 意思の 決定 、言わ ば
結論を得 ていく とい うのは 、時期 も含め て、総理 含めて 関係 閣僚で 相談
をしなけ ればな らな いと、 そうい うふう に思って おりま す。
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○山 田俊 男君
枝野大臣 、大臣 はち ょっと これは 別の話 かななん て聞い てお られる か
もしれな い です が、 鉱工業 製品に ついて も聖域な き関税 撤廃 で本当 に困
る品目が あるの は御 存じで すか。
○国 務大 臣（ 枝野 幸男 君 ）
逆にアメ リカ側 にも あるよ うでご ざいま す。
○山 田俊 男君
とすると 、そう いう 情報を しっか り得て 、その上 で的確 な判 断基準 を
持って臨 まなき ゃい かぬと いうこ とでい いんです よね。 枝野 大臣、 もう
一回聞き ます。
○国 務大 臣（ 枝野 幸男 君 ）
しっかり と国益 を守 る、あ るいは 国益の ためにプ ラスに なる という よ
うなこと が関係 閣僚 等の間 で一致 ができ るという ことが 必要 だと思 って
おります 。
○山 田俊 男君
そ う しま すと、 玄葉 大臣、 お聞き します が、四月 に総理 が、 桜の件 も
あるでし ょうが 、行 きます よ。Ｎ ＨＫが 言うよう に、場 合に よった ら交
渉参加を 持って きま すよと いうよ うな状 況、さら には党 が一 定の意 見集
約します よとい うよ うな流 れの中 でこの 一か月、 物事が 進む という ふう
には考え られま せん ね。そ れでい いです ね。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
これは、 本当に 私の 一存で ここで 申し上 げるわけ にはい かな くて、 ま
さに関係 閣僚で しっ かり相 談をし て、時 期も含め て判断 をし なきゃ いけ
ないとい うふう に思 ってお ります 。
○山 田俊 男君
自民党が 、お手 元に お配り しまし たが、 聖域なき 関税撤 廃を 前提に す
る限りは 交渉参 加反 対とい う明確 な基準 を出して いるん です が、こ の基
準につい て、古 川大 臣、ど んなふ うに受 け止めて おられ ます か。
〔理事川 上義博 君退 席、委 員長着 席〕
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○国 務大 臣（ 古川 元久 君 ）
自民党さ んの基 準に ついて は、明 確とい うお話が ござい まし たけれ ど
も、私ど もとし ては 、例え ばアジ ア太平 洋地域の 重要性 に関 する認 識で
あるとか 、幅広 い国 々との 経済連 携の着 実な推進 の必要 性で あると か、
国民皆保 険制度 を守 るとい った考 え方な ど、我々 と認識 を同 じくす る部
分もある という ふう に考え ており ます。 そして、 御指摘 いた だいた よう
なところ につい ても 、私ど もとし ても、 それは考 え方に おい て、こ れは
国益を守 ってい くと いうと ころで は軌を 一にして いると ころ もある ので
はないか なとい うふ うに思 ってお ります 。
○山 田俊 男君
有力な野 党の決 定で ありま す。消 費税の 問題も含 めて、 今後 の国会 運
営を含め まして 、き ちっと いろん な形で 、どんな ふうに 連携 してい くの
かという のが議 論に なるわ けです から、 この問題 をおろ そか にしな いよ
うにしっ かり踏 まえ てもら いたい 、こん なふうに お願い しま す。
さて、小 宮山大 臣、 大変遅 くなり まして 済みませ んでし た。 放射線 審
議会にお いて様 々な 議論が あった んです が、この 新しい 基準 値につ いて
の大臣の 、改め まし て、何 度も答 弁され ていると 思いま すが 、お考 えを
お聞きし ます。
○国 務大 臣（ 小宮 山洋 子 君）
食品の基 準値に つき まして は、事 故後、 暫定の基 準値を 設け ていま し
たけれど も、今 、事 故を受 けた後 の長期 的な状況 に対応 する という 意味
で、今回 新しい 基準 値を、 一つは 、食品 の国際規 格を作 成し ている コー
デックス 委員会 の指 標で年 間一ミ リシー ベルトを 超えな いよ うに設 定を
されてい るとい うこ と、ま た、こ れは農 水省さん などと も協 力をし てモ
ニタリン グ検査 の結 果、多 くの食 品から の検出濃 度が時 間の 経過と とも
に相当程 度低下 傾向 にある 、こう したこ とから、 より一 層安 全、さ らに
安心して いただ くと いう観 点から 、これ まで暫定 規制値 で許 容して いた
年間線量 五ミリ シー ベルト から年 間一ミ リシーベ ルトに 基づ く基準 値に
引き下げ たもの で、 この年 間一ミ リシー ベルトに するこ と自 体につ きま
しては、 御指摘 の放 射線審 議会で も異論 はありま せんで した 。
一方、放 射線審 議会 では汚 染割合 などに ついて附 帯意見 があ りまし た
が、これ は、コ ーデ ックス 委員会 でも放 射性物質 だけは 汚染 地域 か らの
食品の占 有率と いう 考え方 が取り 入れら れている という こと から、 日本
の食料自 給率、 二〇 一〇年 度カロ リーベ ースで三 九％、 二〇 一五年 度ま
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でに四五 ％を目 標と してい るとい うこと 、それか らまた 、こ れまで の暫
定規制値 でも汚 染割 合を五 〇％と してい たこと、 こうし たこ とから 、流
通する食 品の汚 染割 合を五 〇％と 設定を して、一 般食品 の基 準値百 ベク
レルを計 算をい たし ました 。
また、乳 児用食 品に つきま しては 、食品 安全委員 会の食 品健 康影響 評
価、これ で小児 の期 間は感 受性が 高い可 能性があ るとさ れて いるこ と、
また流通 する食 品の ほとん どが国 産 品で あること も踏ま えま して、 汚染
割合を一 〇〇％ とし て、一 般食品 の半分 の五十ベ クレル を基 準値と いた
しました 。
○山 田俊 男君
大臣にお 聞きし ます 。この 百にお 決めに なった、 さらに は乳 幼児に つ
いては五 十とい うこ とであ ります けれど も、これ は平時 のも のなの か、
それとも 、我が 国に 昨年こ うした 形で原 発の爆発 があっ たと いうこ とを
踏まえた ものな んで すか、 どっち なんで すか。
○国 務大 臣（ 小宮 山洋 子 君）
これは、 やはり 昨年 爆発が あった という ことを踏 まえま して 、です か
ら、申し 上げた よう に、コ ーデッ クス委 員会など でも放 射性 物質 に 関し
てはそこ の地域 から の汚染 割合を 考慮し ていると いうこ とで 考えた もの
でござい ます。
○山 田俊 男君
それにし まして も、 ヨーロ ッパの 基準や コーデッ クスの 基準 、一般 食
品に比べ てもヨ ーロ ッパで は千二 百五十 ベクレル 、コー デッ クスで も千
ベクレル ですね 。こ れに比 べて、 百ない しは乳幼 児の五 十な んとい うの
は物すご い低い 数字 ですね 。これ 、昨年 の事故起 こった こと を踏ま えた
数字なん ですか 。
○国 務大 臣（ 小宮 山洋 子 君）
これは、 事故を 踏ま えたと 申し上 げまし たのは、 例えば 汚染 割合、 Ｅ
Ｕと比較 します と、 ＥＵが 一〇％ に対し て日本 で は五〇 ％で 算出を して
いるとい うこと 、そ れから 、食品 摂取量 が違いま して、 ＥＵ は成人 の年
間の食品 摂取量 であ る五百 キログ ラム・ パー年を 基に計 算し ていま すけ
れども、 日本は 男女 別、年 齢、年 代別の 食品摂取 量を確 認し た結果 、最
も摂取量 が多か った 十三か ら十八 歳の男 性の年間 食品摂 取量 を考慮 して
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七百四十 八・八 キロ グラム ・パー 年を採 用してい る、ま た、 セシウ ム以
外の核種 の考慮 とい うこと につい て、Ｅ Ｕは放射 性セシ ウム だけで 基準
値を計算 してい ます が、日 本の場 合はセ シウム以 外の核 種も 含めて 一ミ
リシーベ ルトを 超え ないよ うにし ている という よ うな違 いが ござい ます 。
○山 田俊 男君
ヨーロ ッ パ は 、 先 ほ ど も 言 い ま し た が 、 そ れ で も 千 二 百 五 十 で す よ 。
日本は百 ですよ 、事 故が起 こった ことを 踏まえて 。大臣 おっ しゃい ます
が、何で ヨーロ ッパ は千二 百五十 で、日 本は百な んです か。 相変わ らず
分からな いです 。
○国 務大 臣（ 小宮 山洋 子 君）
今申し上 げた中 にも ありま すけれ ども、 ＥＵは成 人の年 間の 食品摂 取
量を基に してい ます 。ただ 、日本 の場合 は、特に これま での 基準で も安
全である という こと もしっ かりお 伝えを した上で 、特に お子 さんを お持
ちの保護 者の方 など から特 に子供 のこと の 安心を という お声 もあっ たの
で、安全 に加え て安 心をし ていた だくた めに、た だ現実 的に 、先ほ ど申
し上げた ように 、農 水省と もいろ いろ協 議をする 中で、 放射 線の線 量が
低下をし ている 現状 の中か ら、こ の基準 でやって もほと んど の農作 物に
は影響が ないと いう 中でこ ういう 基準を 安全プラ ス安心 とい うこと で作
らせてい ただい て、 このこ との意 味合い は、今も やって おり ますけ れど
も、しっ かりと 皆さ んに情 報をお 伝えし ていきた いと考 えて います 。
○山 田俊 男君
ヨーロッ パの千 二百 五十ベ クレル に、じ ゃ子供の 基準は ある んです か 。
子供や幼 児の基 準で す 。
○国 務大 臣（ 小宮 山洋 子 君）
牛乳など につき まし ては子 供の基 準とい うのがご ざいま すが 、食品 に
ついては 、先ほ ど申 し上げ たよう に、成 人の男性 の年間 の摂 取量で やっ
ているの で、な いか と思い ます。
○山 田俊 男君
いずれ に し て も 、 大 臣 の お っ し ゃ る そ の 安 心 と い う と こ ろ に つ い て 、
一体基準 は何な んで すかね 。ヨー ロッパ の二十分 の一と いう 数字が 安心
なんです か。
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○国 務大 臣（ 小宮 山洋 子 君）
ちょっと 先ほど 牛乳 などと 申し上 げまし たけれど も、ヨ ーロ ッパも 乳
幼児の食 品につ いて は子供 の基準 を設け ています 。お尋 ねの 点でご ざい
ま す けれ ども、 安心 という ことに ついて 、先ほど から申 し上 げてい るよ
うに、今 回、感 受性 が高い という ことや ら皆様に 安心を して いただ きた
いという ことで 年齢 構成を 、特に 子供の 方に細分 化をし て年 齢構成 を分
けまして 、そう いう 中で、 一番摂 取量の 多い先ほ ども申 し上 げた十 三歳
から十八 歳の男 性の 摂取量 、だか ら、一 番取ると しても 大丈 夫な範 囲と
いうこと で、安 全の 上に安 全を考 え合わ せて安心 もして いた だこう とい
う基準だ という こと でござ います 。
○山 田俊 男君
安全であ ること にこ したこ とはな いわけ ですから 、私が 安全 でなく て
いいんだ なんと いう 話はな かなか 言えな いんです 。そん なこ とは言 えな
い。だか ら、い いん ですけ れども 、しか し、安全 に安心 を加 えて、 大臣
のおっし ゃる意 味で 、結果 的には 多くの 関係者に 影響を 与え ている とい
うことは 御存じ なん ですか 。
○国 務大 臣（ 小宮 山洋 子 君）
今、農作 物作っ てい らっし ゃる方 ですと か、流通 をさせ てい らっし ゃ
る方がい ろいろ な御 心配を 持って いろい ろな対応 をされ てい るとい うこ
とは十分 に知っ てお ります 。そう いう意 味で、先 ほど申 し上 げた暫 定基
準値のと ころで も安 全では ありま すよと 。今回、 更に安 心し ていた だく
ために 、現 実の放 射線量 の 低下 などを 踏 まえて現 実的な 対応 をしな がら 、
より安心 してい ただ くため の数字 ですと いうよう なこと を、 そうい う放
射線の健 康影響 です とか新 基準値 の内容 、また、 地方自 治体 の検査 体制
とか検査 結果、 農業 生産現 場で放 射性物 質の低減 のため の取 組を行 って
いること などに つき まして 、これ は説明 会をした り、ホ ーム ページ を使
ったり、 いろい ろな 周知の 手段を 取って やってお りまし て、 この新 しい
基準値は 、福島 を始 め日本 の農畜 産物に 対する国 内ある いは 海外で の信
頼の確保 、かえ って 風評を 防ぐこ とにも つながる と考え てい ます。
○山 田俊 男君
乳 幼 児 の 基準は 五十 にした という ことに よって、 結果的 には もうあ ら
ゆる農産 物ない しは 水産物 等につ いて五 十を基準 にして ずっ と動き 出し
ているん です。 スー パーな んかも みんな そうして います 。だ から、 そこ
山田の国会報告
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に物すご い負担 が行 ってい るとい うこと はお気付 きなん でし ょうね 。
○国 務大 臣（ 小宮 山洋 子 君）
それは 、 お っ し ゃ る と お り の こ と が あ る こ と は 承 知 を し て お り ま す 。
○山 田俊 男君
このこと が、結 果的 には農 林水産 大臣、 さらには 文部科 学大 臣の皆 さ
んに大き な影響 を与 えるん です。 そのこ とについ て両大 臣に しっか り頼
んであり ますか 。
○ 国 務大 臣（ 小宮 山洋 子 君）
それは農 水省、 文科 省と、 いろい ろ関係 省庁と綿 密に連 絡を 取り、 連
携を取っ た上で 今回 決定を させて いただ いていま す。
○山 田俊 男君
徹底した 検査体 制、 検査機 器の準 備、そ れから風 評被害 が起 こった と
きの損害 賠償の 件、 文科大 臣、そ の点お 願いしま す。
○国 務大 臣（ 平野 博文 君 ）
委員御指 摘のよ うに 、検査 体制の 問題に ついては よりシ ビア にしな き
ゃならな いとい うこ とと、 もう一 つは、 基準を見 直すこ とに よって 賠償
の見直し もする のか と、こ ういう ことで あります が、相 当な 因果関 係が
あれば全 て賠償 の対 象とす る と、 こうい うふうに 考えて おり ます。
○山 田俊 男君
その点し っかり お願 いした いとい うふう に思いま す。最 後に 、これ は
厚労大臣 にまた お願 いした いんで すが 、中医協に おける 診療 報酬の 扱い 、
初めて点 数制を たば この禁 煙につ いて入 れられま したね 。ど ういう 思い
ですか。
○国 務大 臣（ 小宮 山洋 子 君）
平成二十 四年度 の診 療報酬 改定で は、こ れは日本 医師会 の禁 煙に関 す
る声明文 、ここ に医 療機関 等での 全面禁 煙の徹底 等が盛 り込 まれて いる
ことです とか、 受動 喫煙に よる健 康への 影響を勘 案いた しま して、 生活
習慣病患 者、小 児、 呼吸器 疾患患 者等 に 対する指 導管理 を行 う保険 医療
機関は、 屋内全 面禁 煙を原 則とす るよう に要件の 見直し を行 いまし た。
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なお、屋 内禁煙 につ きまし ては、 緩和ケ ア病棟等 、患者 に直 ちに禁 煙
を求める ことが 困難 な場合 には分 煙で差 し支えな い等の 配慮 をさせ てい
ただいて います 。
○山 田俊 男君
大臣は、 全ての 事業 所に全 面禁煙 若しく は分煙を 求める とい う形で の
労働安全 衛生法 の改 正も、 法律で 初めて 手付けら れまし たね 、喫煙 と関
連して。 そうで すか 。
○国 務大 臣（ 小宮 山洋 子 君）
これは私 が手を 付け たとい うより 、私が たまたま 大臣に なっ たとき に
労働政策 審議 会 など で審議 をして いたも のが法案 として 提出 する時 期に
なったと いうこ とは まず申 し上げ ておき たいと思 います 。そ の上で 、事
業所の受 動喫煙 防止 対策の 取組は 進みつ つありま すけれ ども 、病院 とか
学校など の公共 施設 に比べ ますと 、一般 の事業所 での受 動喫 煙防止 対策
の取組が 遅れて いま す。こ うした 背景か ら、労働 安全衛 生法 の改正 法案
を提出を させて いた だいて います 。この 改正法案 につき まし ては、 いろ
いろな各 方面へ の影 響もあ るとい うよう な御指摘 もいた だい ており ます
ので、国 会の場 で是 非御議 論をい ただき たいと考 えてい ます 。
○山 田俊 男君
大臣は 、厚生 労働省 の部下 が説明 に来 て も、た ばこの におい がする と、
においが するか ら帰 れ、も う来る なとお っしゃっ ている と聞 こえて くる
んですが 、そう です か。
○国 務大 臣（ 小宮 山洋 子 君）
私は元々 、前 職が声 を使う 仕事を して い まして 、喉が 非常に 弱いの で、
たばこの 煙があ ると せき込 んだり とか、 個人的に 非常に たば こを苦 手と
しており ますの で、 なるべ く来る ときに はたばこ のにお いの しない で来
てくださ いとい うこ とを言 ってい るだけ でござい ます。
○山 田俊 男君
これで終 わりま すが 、大臣 のその 思い、 分からぬ わけで もな いんで す
が 、しか し一方 で、 そのこ とによ ってた ばこの耕 作農家 、四 〇％、 増税
も含めて 廃作し てい るんで すよ。 それか ら、出て きたた ばこ の、昨 年収
穫したも のもた ばこ にでき ないで 、それ を廃棄す るんで すよ 。百ベ クレ
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ルにする ことに よっ て、たばこ の煙に セ シウムは ありま せん よ、しかし 、
ないんだ けれど も、 そのた ばこの 葉に付 いた、百 ベクレ ル以 上のも のに
ついては 全部廃 棄で すよ。 だから 、大変 困難なこ とをや って いる。 福島
だけでじ ゃない 、そ この近 辺の宮 城にし ても、そ れから 栃木 にして も、
山形にし ても、 茨城 にして も、千 葉にし ても、み んなの 多く の農家 がこ
のことに よって 苦し んでい るとい うこと をあなた はちゃ んと 頭の中 に入
れて仕事 しなき ゃい かぬ、閣僚な んだ か ら。以 上、申 し上 げます 。一言 、
お聞きし ます。
○委 員長 （石 井一 君）
それじゃ 、時間 が来 ており ます。 一言、 締めくく ってく ださ い。
○国 務大 臣（ 小宮 山洋 子 君）
それは、 たばこ 農家 のこと もしっ かりと 配慮をし ながら 、関 係省庁 と
も協議を して進 めて いきた いと思 ってお ります。
○山 田俊 男君
ありがと うござ いま した。
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