参議院農林水産委員会／2012 年 6 月 19 日

【主 な質 疑項 目】
１ ．「食 料 ・農 業・ 農村 基本 計画 （ 平成 22 年 3 月）」 と「 我が 国の 食と
農林 漁業 の再 生の ため の 基本 方針 ・行 動 計画 （平 成 23 年 10 月）」に
即 し 農政 展開 する こと に つい て
２ ． ＴＰ Ｐ問 題に つい て
３ ． 森林 ・林 業対 策に つ いて
４ ． 水産 業対 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 。久し ぶりの委 員会か つま た質疑 で
あります ので、 気合 が入っ ていま すので よろしく お願い しま す。
郡司大臣 とは、 それ こそ同 じ農林 水産委 員会の仲 間がこ うし て大臣 に
就任され るわけ であ ります から、 大変こ れは我々 にとり まし ても誇 りで
あります 。どう ぞ精 いっぱ い仕事 をして いただき たい、 こん なふう に思
います。
確かに大 変困難 な環 境の中 にある わけで あります けれど 、一 々、閣 僚
なんだか ら、閣 内で 縛り込 まれて 何も言 えないな んとい うこ とにな らぬ
ように、 もうち ゃん とおっ しゃっ てもら わ なきゃ いかぬ ので すよ。 それ
は我々も 精いっ ぱい 応援し てまい りたい 、こんな ふうに 思い ます。
さて、本 日は大 臣の 所信表 明を中 心に質 疑をさせ ていた だき ます。 こ
れもまた 言いづ らい ことで すが、 一体ど ういうこ とにな るの か。郡 司大
臣に長く やって もら いたい という ふうに 思うんで すが、 どう いうこ とに
なるのか 心配で あり ますの で、本 日は、 だから大 臣の率 直な 意見を たく
さん聞き たいと いう ことで 、是非 大臣思 い切って 柔軟に しゃ べって 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。
まず、大 臣所信 にお いて、 これか らの農 政展開の 基本と して 、基本 計
画ですね 、長く なり ますか ら言い ません が、基本 計画、 それ からも う一
つは基本 方針、 この 二つに 沿って 政策展 開します よとい うふ うにさ れて
いるんで す。
ところで 、基本 計画 は御案 内のと おり大 分議論を しまし たが 、兹業 農
家や小規 模農家 、こ れを含 んだ意 欲ある 全ての農 業者が 将来 にわた って
農業を継 続し、 経営 発展に 取り組 むこと ができる 環境を 整備 すると いう
ふうにし ている んで すよ。 一方、 基本方 針は、何 と、高 いレ ベルの 経済
連携と両 立し得 る持 続可能 な農林 漁業を 実現する 、これ を基 本的考 え方
として、 その戦 略と して、 具体的 に平地 で二十な いし三 十ヘ クター ル、
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中山間地 域で十 ない し二十 ヘクタ ール規 模の経営 体が大 宗を 占める 構造
を目指す という ふう にして いるん です。
大臣、ど う考え ても 矛盾し ている と思う んですよ 。だか ら、 大臣が 所
信でこの 基本計 画と 基本方 針、両 方をお っしゃっ ている んだ けれど 、一
体どこを 向いて 政策 展開さ れると いうふ うにされ ている んで すか、 まず
お聞きし ます。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
これか らもい ろい ろなと ころで 御議論 を交わし ていき なが ら日本 農業
のために 山田議 員と ともに 進んで いきた いなとい うふう に思 ってお りま
す。
今御指 摘 を い た だ き ま し た 、 所 信 の 中 で 食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 基 本 計 画 、
そして方 針・行 動計 画とい うもの が列記 をされて いるで はな いか、 そこ
のところ はどう いう つなが りにな るんだ というこ とのお 尋ね ではな かっ
たかとい うふう に思 ってお ります 。
基本計画 の方で あり ますけ れども 、先ほ どもお示 しをい ただ きまし た
ように、 国とし て最 小限の 条件整 備を行 いながら 、その 上で 意欲あ る農
業者が創 意工夫 を発 揮をし 、地域 の特性 を生かし た農業 を発 展させ られ
るように してい きま しょう 、その ために は戸別所 得補償 制度 、ある いは
品質の面 で安全 、安 心とい った消 費者の ニーズに こたえ るよ うな 生 産体
制への転 換、さ らに は六次 産業化 により まして活 力ある 農山 漁村の 再生
をしてい こうと 、こ ういう ような ことを うたって いるわ けで ありま す。
一方で、 我が国 の食 と農林 漁業の 再生の ための基 本方針 ・行 動計画 で
あります けれど も 、こち らの方 では 、さら に御指摘 があり まし たよう に、
二十ない し三十 ヘク タール の規模 の経営 体が大宗 を占め る構 造を目 指す
こととし ている 。
これがそ ごを来 すの ではな いかと いうこ とであり ますけ れど も、私 ど
もの考え 方は、 これ は所得 補償制 度を入 れるとき から同 じよ うなこ とで
申し上げ てきて おり ますけ れども 、一定 規模 以下 の農業 者を 対策の 対象
から外す という よう な形は 取るべ きでは ないんだ ろうと 。戸 別所得 補償
制度の適 切な推 進を 前提と しつつ も、集 落内の話 合いの 中で 意欲の ある
農業者に 円滑に 農地 が集積 をされ るとい うような ことは 、こ れは目 指し
ていくと いうこ とに ついて そう異 論はな いのでは ないか 。し かも、 先ほ
ど言いま したよ うに 、時期 はまさ にその 時期を迎 えてい ると 。
そのよう な認識 でご ざいま すから 、先ほ どのよう な意欲 のあ る農業 者
というも のがそ の集 落の中 で円滑 に農地 を集積を させる とい うよう な取
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組を併せ てして いく 、この ことに ついて 私ども矛 盾な く 行っ ていけ るよ
うにした いとい うふ うに考 えてい るとこ ろでござ います 。
○山 田俊 男君
大臣、 もう率 直に 、率直 に議論 しまし ょう。
そして、 今のお 話も 、要は それほ ど難し いんです 、我が 国の 農業。 と
りわけ水 田農業 、土 地利用 型農業 をどこ へどんな ふうに 引っ 張って いく
かという ことに つい ては物 すごく 難しい 。だから 、そこ は矛 盾を抱 えな
がら仕事 をしな きゃ いかぬ という 部分も あるんで すよ。 それ は構わ ない
んです。 だけれ ども 、前へ 進まな きゃい かぬわけ だから ね。 前へ進 ませ
るために 一体ど うす るかと いうこ とだと いうふう に思う んで すよ 。是非 、
そこはそ ういう 観点 でやり ましょ うよ。
それから 、基本 計画 ではま たこう 言って いるんで すよね 、Ｅ ＰＡ、 Ｆ
ＴＡにつ いて、 食の 安全、 安定供 給、食 料自給率 の向上 、国 内農業 ・農
村の振興 を損な うこ とは行 わない ことを 基本に取 り組む と。 しかし 、基
本方針は 、これ は両 立させ ると言 ってい るんです よ。こ れま た、こ こで
違ってく るわけ ね。 とりわ け、Ｔ ＰＰに ついて協 議参加 とい う方向 をお
出しにな った後 、だ から、 こうい う形で の基本方 針をお 出し になる わけ
だから、 だから 、一 体ここ もどこ 向いて いるんで すかと いう 話にな るん
ですよ。 基本計 画に 戻ると い うこ とであ れば、大 臣、こ こは ＴＰＰ につ
いてしっ かり、 大臣 、就任 のとき の御挨 拶でおっ しゃっ たよ うに、 遠慮
しないで 物を言 うと いうこ とが必 要なん ですよ。 一体こ れ、 両立す るん
ですか、 しない んで すか。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
私は、就 任のと きも そうで ありま すけれ ども、一 貫して 同じ ような 発
言をさせ てはい ただ いてお ります 。今後 とも、そ のこと につ いて、 特に
農林水産 大臣と して 、やは り言わ なけれ ばいけな いこと につ いては しっ
かり発信 をして いく べきか なとい うふう に思って いると ころ でござ いま
すけれど も、こ の経 済連携 とＴＰ Ｐ、Ｅ Ｐ Ａ、い ろんな 形が ありま すけ
れども、 なかな かト ータル の議論 という 形で議論 をされ る機 会が少 なか
ったとい うこと は、 これは 私ども もこれ からまた 十分や って 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。
基本のと ころは 、先 ほど言 いまし たとこ ろもあり ますけ れど も、私 ど
もの経済 連携に 対す るもの は、や はりこ れからは 一定高 度な ものを 目指
していか ないと いけ ないだ ろうと いうこ との認識 には立 って いると いう
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ことはご ざいま す。 その上 で、具 体的に どのよう な経済 連携 の形が ある
かという 議論は 置い ておい て、も しもこ ういう形 の経済 連携 を取 る 場合
には、そ れが決 まっ た形の 国内対 策をき ちんと行 います よと 、こう いう
ような言 い方も させ ていた だいて おりま す。
したがい まして 、な かなか 議論が 、その 前段のと ころで うま くかみ 合
う、かみ 合わな いと いうと ころは あろう かと思い ますけ れど も、基 本の
ところで 日本の 農業 を強く しなけ ればい けない、 このこ とと 経済連 携と
はやはり 一線を 画す 、切り 離して やっぱ り考えて いく。 しか し、現 実問
題として いろい ろな 経済連 携とい うもの がそこに かぶさ って きた場 合、
そこに即 応した よう な形で もって 地域や 生産者が 立ち行 くよ うな方 法を
考えてい く、こ のよ うなと ころが 基本理 念として これか らま た皆様 方と
議論をし ていき たい なとい うふう に思っ ておりま す。
○山 田俊 男君
ところ で、大 臣の 所信で は二十 ないし 三十ヘク タール の経 営体、 そこ
を目指す という 基本 方針の 方向が 一切、 一言も書 いてい ない わけで すよ
ね。これ は下ろ され たとい うこと で見て いいです ね。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
大変に 字数の 制限 もあり ますか ら、御 指摘をこ れまで もい ろいろ いた
だきまし た、こ の部 分が少 ないで はない か、この 部分も もう 少し強 調す
べきでは なかっ たの ではな いかと いうよ うなお話 をいた だい ており ます
が 、 誠に 恐縮な 言い 方をす れば、 総じて 農林水産 業をし っか り取り 組む
というよ うなこ とに ついて は書か せてい ただいて おりま して 、その 中で
今踏まえ ました よう な基本 計画で ありま すとか基 本的な 方針 、行 動計画 、
ここのと ころに つい てもし っかり と取り 組むとい う意味 をお 酌み取 りい
ただけれ ば有り 難い という ふうに 思って おります 。
○山 田俊 男君
ところ が、字 数が 限られ ている 中で、 しっかり 農業に 取り 組むと 、農
林漁業に 取り組 むと いう方 向はち ゃんと 出してい るよと いう ふうに おっ
しゃるわ けです が、 その中 で、必 ずしも 方向が定 まって いな い戸別 所得
補 償の法 制化を 検討 すると いうふ うにさ れて、大 分ボリ ュー ム取っ てい
るわけで す。
一体、対 象農家 をど うする かとい うこと について は大体 方向 が定ま っ
ているん ですか 。
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○副 大臣 （岩 本司 君）
戸別所 得補償 制度 の今後 の在り 方に関 しまする 三党実 務者 協議に つき
ましては 、民主 党か らの協 議の再 開をお 願いして いると ころ であり ます
けれども 、これ と並 行しま して、 民主党 内で法案 作成に 向け ての議 論も
行われて いると ころ であり ます。
これまで の民主 党内 の議論 で、対 象農家 など、現 在実施 して いる戸 別
所得補償 制度の 基本 的枠組 みを堅 持する こと等に つ いて は共 通認識 とな
っており ますが 、法 制化に 向けて 更に検 討を深め ること にな ってい ると
承知をい たして おり ます。
引き続き まして 、三 党の状 況、進 捗状況 も見守っ ていき たい という ふ
うに思っ ており ます 。
○山 田俊 男君
岩本副 大臣、 まあ 、政府 におい でにな るわけで すから 、党 の取組 とは
一線画し ている とこ ろがあ るかも しれま せんが、 この戸 別所 得補償 の在
り方ない しは法 制化 に向け て民主 党の方 から三党 協議求 めら れてい ます
か。今そ んな環 境に ありま すか。 求めら れておら れるで すか 、今そ うお
っしゃい ました けれ ども。
○副 大臣 （岩 本司 君）
民主党 の方か らも ちろん 三党協 議の申 入れをし ている とこ ろであ りま
すので、 その状 況を 見極め ている という のが現状 であり ます 。
○山 田俊 男君
若干経 緯につ いて 、これ は大事 なとこ ろであり ますが 、む しろ自 民党
や公明党 の方か らし っかり 三党協 議進め ようとい うこと で進 めてき て、
ところが 、予 算編 成があ ります と、予算編 成にはも う間に 合い ません で、
やらせて もらい ます よと、 みたい な形で お進みに なって 、そ れ以降 、両
方から必 ずしも 十分 な協議 の取組 になっ ていない という のが 実際だ と思
うんです よね。
おやりに なるん なら 、そう いうふ うに お っしゃる んなら 、し っかり と
案を出し て、対 象農 家をど うする んだと 、さらに また、 拠出 を伴う とい
う、収入 保険と いい ますか ね、保 険制度 みたいな 議論も され ている と、
党の方は ね、と いう ことで あれば 、しっ かりそれ 出して くだ さいよ 。そ
して、全 ての農 業者 を、販 売農家 、十ア ール当た り販売 農家 の全て を対
象とする この戸 別所 得補償 の、こ の原点 はそのま ま維持 する なら維 持す
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るという ふうに 思い 切って 出せば いいじ ゃないで すか。 そう いう協 議は
十分なさ れてい ない まま、 対象農 家どう するか、 拠出を どう するか とい
うような 議論が 何と なく進 められ ている というふ うに聞 いて います よ。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
経緯に ついて ここ で改め て述べ るとい う時間は 余りな いの かと思 って
おります が、い ずれ にしま しても 、昨年 の八月九 日以降 、大 変に私 ども
の準備不 足で話 合い がそも そも遅 れたと 、このこ とにつ いて は私ど もも
謙虚に考 えなけ れば いけな いとい うこと を申し上 げてき たつ もりで ござ
います。
そして 、予算 のこと がござ いまし た。年 が明けま してか ら再 開をす る。
しかし、 なかな かお 互いの 議論、 紙のや り取りの 段階で とど まって おり
ました。 そうい う中 で、一 定程度 、国会 の情勢等 もあり ます けれど も 、
法制化を して、 御党 の方か ら出さ れてい る法案に 対する よう な議論 とい
うものが かえっ てや りやす いよう な形も あり得る かもし れな い。そ うい
う意味で は、与 党と しての 考え方 をきち んといろ んなと ころ で整理 をし
ていこう 、こう いう ような 作業も 続けて まいった という ふう に聞い てお
りまして 、基本 的な ところ につい てはお およそ固 まって いる と。
しかしな がら、 まだ これか ら三党 で話し 合う余地 が、今 おっ しゃっ た
ようなと ころも 含め て、担い手 の関係 も 含めてあ ろうか と思 います ので 、
その辺の ところ はこ れから また真 摯に向 き合って いきた いな という ふう
に 思って おりま す。
○山 田俊 男君
いずれ にして も、 三党で やるか どうか というこ とも含 めま して、 しっ
かりこの 議論が 展開 できる ように しても らいたい 、こん なふ うにお 願い
しておき ます。
ところで 、私は 、基 本計画 では、 この戸 別所得補 償制度 の検 討と併 せ
て、中山 間地域 等直 接支払 制度を 予算措 置から法 律上の 措置 にする こと
も含めて 今後の 在り 方を検 討する という ことが基 本計画 の中 に盛り 込ま
れている んです 。御 存じで すよね 。これ 、法定化 を検討 する という のな
ら検討し たらい いと 思うん ですよ 。この 点は所信 につい て触 れられ てお
られない んです が 、 いかが ですか 。
○大 臣政 務官 （森 本哲 生 君）
委員御 指摘の とお り、こ このと ころ大 事なポイ ントで ござ いまし て、
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特に戸別 所得補 償と 中山間 地域、 その中 山間地域 は戸別 所得 補償の この
対象には なかな か含 まれに くいと いうと ころも実 際多う ござ います ので 、
ここのと ころは 非常 に重要 な私、 ポイン トだとい うふう に思 ってお りま
す。
ただ、こ の戸別 所得 と同じ ように 、併せ てここの ところ は検 討して い
くという ことに なっ ており ますの で、今 のところ 法制化 につ いては 今申
し上げた ような 方向 で検討 をさせ ていた だくとい うこと でご ざいま すの
で、よろ し くお 願い します 。
○山 田俊 男君
もう一 つ、人 ・農 地プラ ンでそ の作成 を大々的 に進め ると 所信に 触れ
られてお るわけ で、 その点 につい ても地 域の意見 をちゃ んと 聞いて 対処
するとい う方向 につ いては 私も賛 成であ ります。
ただ、そ の際、 青年 の就農 の定着 、これ は事業と して実 施さ れると い
う方向で ありま す。 農地の あっせ ん、集 積も、こ れは事 業と して引 き続
き実施し ます。 しか し、ス ムーズ な経営 継承等の 実施に つい て果た して
どんなよ うな対 策を お打ち になっ ている か明らか でもあ りま せん。
これら一 連の担 い手 対策に ついて 、担い 手育成・ 確保総 合 支 援のた め
の法律作 り、こ れ衆 議院に 自民党 から提 案しまし てつる して あるわ けで
あります が、こ うし た担い 手総合 支援の 法律を制 定する 中で 全体と して
これを実 施する とい う仕組 みをそ れこそ 提案され るべき じゃ ないん です
か。
○副 大臣 （岩 本司 君）
委員御 指摘の とお り、自 民党さ んが平 成二十三 年度の 通常 国会に 担い
手総合支 援法案 を提 出され まして 、現在 継続審査 となっ てい ること は承
知をいた してお りま す。本 法案に つきま しては、 詳細を お聞 きしな いと
分からな い点も ござ います けれど も、戸 別所得補 償制度 と関 連する もの
であり、 今後国 会に おいて 議論を してい ただくも のと考 えて おりま す。
○山 田俊 男君
次に、 ＴＰＰ の問 題につ きまし て御質 問申し上 げたい とい うふう に思
います。
先般の山 口外務 副大 臣の報 告をい ただい たわけで すが、 それ と関連 し
て、今 日、片 上審 議官、お見え であ ります ので、よろし くお願 いしま す。
山口副大 臣は、 衆議 院の農 林水産 委員会 の答弁で 、大統 領選 挙が終 わ
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るまでＴ ＰＰ交 渉は 進まな いとい う考え 方を述べ ておら れる んです が、
そういう 認識で おら れます か。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
お答え申 し上げ ます 。
まず冒頭 、山口 外務 副大臣 、今Ｇ 20に出 席 してお ります ので 、今日 は
出席かな いませ ん。 おわび 申し上 げます 。
それから 、十四 日の 衆議院 農水委 の国会 答弁の山 口副大 臣の 発言で ご
ざいます が、大 統領 選挙が 終わる までＴ ＰＰ交渉 参加に 向け た協議 がひ
ょっとし て進ま ない んじゃ ないか という 副大臣の 危機感 を示 したも のと
いうふう に理解 して おりま す。大 統領選 挙がどう いう影 響を 与える か、
これは恐 らくい ろい ろな見 方があ るとい うのが現 状であ り現 実では ない
かという ふうに 考え ており ます。
○山 田俊 男君
大統領 選挙が 終わ るまで 進まな いんじ ゃないか という 危機 感をお っし
ゃったと いうこ とで すが、 危機感 の部分 は危機感 ですと おっ しゃっ てい
るわけは ないん で、 雰囲気 を片上 さんが 受け止め られた だけ で、危 機感
でも何で もない です よ。大 いに結 構じゃ ないです か。そ うな んです よ。
だから、 その認 識が 大体間 違って いるん ですよ。 いいん です 、ずっ と遅
れて。
ところで 、総理 大臣 は、日 中韓Ｆ ＴＡ交 渉開始合 意の際 に、 ＴＰＰ と
日中韓Ｆ ＴＡの 両方 を進め るとい うふう におっし ゃって いる わけ。 これ
も認識と して、 外務 省はそ んなふ うに受 け止めて おられ るん ですか 。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
お答え 申し上 げま す。
御承知 の と お り 、 一 般 論 と し て 、 我 が 国 は ア ジ ア 太 平 洋 自 由 貿 易 圏 、
ＦＴＡＡ Ｐと言 って おりま すが、 この実 現を目指 してい る、 その中 で、
ＴＰＰ、 日中韓 ＦＴ Ａ、Ａ ＳＥＡ Ｎを中 心とした 広域経 済連 携もそ れぞ
れＦＴＡ ＡＰの 実現 に寄与 する地 域取決 めだとい う認識 でお ります 。
総理も 、 ま さ に 御 指 摘 の と お り 述 べ て い る と お り 、 我 が 国 と し て は 、
このＦＴ ＡＡＰ の実 現に向 けて、 ＴＰＰ について は交渉 参加 に向け た関
係国との 協議を 引き 続き実 施、先 般の日 中韓サミ ットで 年内 の交渉 開始
について 一致し た日 中韓Ｆ ＴＡ、 あるい はＡＳＥ ＡＮを 始め とする 東ア
ジア地域 の包括 的な 経済連 携 を並 行的に 追求する ことに よっ てこれ らの
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取決めが 相互に 刺激 し合い 、全て が活発 化すると いうダ イナ ミズム が働
いていく と、こ うい ったこ とを期 待して いるとい う立場 でご ざいま す。
○山 田俊 男君
これは 片上さ んは 大変よ く御存 じだと いうふう に思う けれ ど、日 中韓
ＦＴＡの 産官学 共同 研究報 告書と いうの があるん ですね 、御 案内の とお
り。そこ でどん なふ うに言 われて いるか というの は、御 存じ だと思 うん
ですが、 紹介し ます と、「 相互主 義と互 恵に基づ くバラ ンス の取れ た成
果とウイ ン・ウイン・ウイ ンの 状況を 目 指すこと 。」。ウイ ン・ウ イ ン ・
ウ イ ン と 言って いる んです 、日中 韓だか ら。共に ウイン ・ウ イン・ ウイ
ンの状況 を目指 すと 言って いるわ けね。 さらに、 「各国 のセ ンシテ ィブ
分野に対 ししか るべ く配慮 しつつ 、建 設 的かつ積 極的に 交渉 を行う こと 。」
としてい ると書 いて ある。
ＴＰＰと 日中韓 ＦＴ Ａは、 論理が 明確に 異なるじ ゃない です か。そ れ
を両方や ります よ、 ＦＴＡ ＡＰが つなぎ ますよと いうふ うに 、もう 何を
議論して いるの かと 、何を 考えて いるの かと。間 違いな んで すよ。 もう
ちょっと ちゃん と冷 静に分 析して 、そし て判断し てくだ さい よ。こ の点
どんなふ うにお 考え ですか 。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
日中韓 ＦＴＡ 産官 学共同 研究報 告書、 今委員の 御指摘 のあ った点 、そ
のとおり でござ いま す。
私どもと して、 一つ はＴＰ Ｐにつ いて申 し上げま すと、 確か にＴＰ Ｐ
は基本的 に全て の関 税を十 年以内 に撤廃 するとい うこと が原 則にな ると
されてい ますが 、最 終的に 即時撤 廃がど の程度に なるの かと か、段 階的
にどのぐ らいの 時間 を掛け て撤廃 するの か、ある いは関 税撤 廃の例 外が
どの程度 認めら れる のか等 につい ては現 時点では 明らか にな ってい ませ
ん。同じ く、そ の産 学研究 報告書 でも、 包括的に かつ高 いレ ベルの 協定
を目指す という こと も各国 のセン シティ ビティー の分野 に配 慮する とい
うことと 併せて 方向 性とし て位置 付けら れている という ふう に考え てお
ります。
もとよ り 、 関 税 以 外 の 分 野 に つ い て は Ｔ Ｐ Ｐ も 同 じ で ご ざ い ま す が 、
サービス や投資 につ いては 規制を 一律に 撤廃し完 全自由 化す るとの 議論
はなされ ていな いと いうの が状況 でござ います。
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○山 田俊 男君
いや、 私は、 特に 申し上 げたい のは、 ちゃんと 、ＴＰ Ｐは 、聖域 なき
関税撤廃 という ふう なこと を原則 にして と言って いるわ けで しょう 。今 、
片上さん がおっ しゃ ったよ うに、 最終的 には、即 時撤廃 なの か、例 外が
ど れ だ け 認めら れる のか、 その辺 のこと は分かり ません とい う話な んで
す。そう じゃな くて 、日中 韓ＦＴ Ａはウ イン・ウ イン・ ウイ ンで行 くと
言ってい るんで す。 とする と、Ｔ ＰＰに ついても お互い の国 が成り 立つ
ようなウ イン・ ウイ ンの連 携をど んなふ うにつく ります か、 これを つく
ろうじゃ ないで すか という ことが 出発点 じゃなき ゃいか ぬの じゃな いで
すか。そ れがは っき りしな いから 、一体 どこへ連 れてい かれ るんだ ろう
というの が今の ＴＰ Ｐの状 況じゃ ないん ですか。 これだ から 認めら れな
いんです よ。
ところで 、米国 との 間で、 自動車 等、入 場料みた いな話 があ る とい う
ふうに聞 いてい ます 。入場 料とは 言わず に何か信 頼醸成 措置 、コン フィ
デンス・ ビルデ ィン グ・メ ジャー とも言 うらしい んです けれ ども、 外交
上、これ は通念 的な 言い方 なり考 え方な んですか 、信頼 醸成 措置。 この
ことが、 入場料 みた いな話 で、信 頼醸成 措置みた いな文 言で ずっと ずっ
と引っ張 り込ま れて いくと いうこ とにな るんじゃ ないん です か。だから 、
一体、即 時撤廃 か、 例外が どれだ け認め られるか なんと いう ことは どこ
かそっち に置い て、 みんな 信頼醸 成措置 で入場料 取られ ると いうの が何
年も続く という こと になる んじゃ ないん ですか。 これは いか が です か。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
お答え 申し上 げま す。
一般論と して申 し上 げると 、信頼 醸成措 置という 言葉は 軍備 管理と か
軍縮のと きによ く使 われて いる言 葉でご ざいます 。委員御 指摘の とおり 、
そのコン フィデ ンス ・ビル ディン グ・メ ジャーと いう言 い方 がＵＳ ＴＲ
等を含め てされ てい ること も事実 でござ います。
その上で 、自動 車に ついて 、これ は山口 副大臣か らこの 委員 会でも 御
報告させ ていた だい てきた とおり でござ いますけ れども 、ア メリカ との
協議、こ れは四 月三 十日の 日米首 脳会談 で引き続 き前進 させ ていこ うと
いうこと になっ て、 こ れま でのと ころ、 詳細には 触れま せん が、米 国政
府から、 自動車 等の 分野に ついて 、議会 とか利害 関係者 が強 い関心 を持
っている 問題と して 説明を 受けて います 。他方、 ＴＰＰ 交渉 参加の ため
の条件と いう形 で示 されて いるわ けでは なくて、 引き続 き政 府間で 議論
していく という こと が現状 でござ います 。
山田の国会報告

‐10‐

参議院農林水産委員会／2012 年 6 月 19 日

○山 田俊 男君
条件で はない とい うふう におっ しゃる けれども 、しか しこ れだけ オバ
マ大統領 から主 張さ れて、 国内で も、僕 らのとこ ろには 見え てきま せん
が、相当 程度そ の点 につい ての話 合いが なされて 、その 点に ついて は答
えが出な いから 、出 せない から 、 また、 その内容 ではア メリ カの自 動車
の連合会 等々が それ は認め られな いとい う中で物 事が進 まな いとい う状
況になっ ている んじ ゃない んです か。だ から、こ こは我 々の 基準み たい
なものを ちゃん と持 ってか からな きゃ駄 目なんで すよ 。そ こがな い限り 、
ずっと入 場料で すよ 。ずっ と信頼 醸成措 置ですよ 。この こと につい て、
やっぱり 日本の 外交 交渉と いいま すか、 その姿勢 を心配 せざ るを得 ない
わけであ ります 。
さて、与 党とし ての 民主党 は、こ れはも う本当は 与党に ちゃ んと聞 け
ばいいん ですけ れど も、民 主党内 の経済 連携ＰＴ でＴＰ Ｐの 是非に つい
て議論が な され てい るとい うふう に聞い ています 。しか し、 ＴＰＰ のメ
リットを 整理で きて いない と、な かなか 整理でき ないと いう ふうに も伝
えられて いるん です よ。事 実、そ れはそ うですね 、大臣 。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
全ての 会合に 参加 をして おりま せんの で、もし かした ら漏 れてい る議
論があっ たかも しれ ません 。
ただ、全体と して 、メリ ットそ れから デ メリット それぞ れを 出し合 う、
あるいは また、 デフ レに関 してＴ ＰＰが 与える影 響はど うい うこと なん
だろう 、それ に 、そう したい ろいろ な懸念 事項に対 して議 論を しよう と、
こういう ような プロ グラム が組 ん でおり まして、 最終的 に、 懸念の 問題
について はまだ いろ いろな 関係で 今のと ころ最終 的な取 りま とめは でき
ておりま せんけ れど も、メ リット 、デメ リットに ついて は、 それぞ れの
主張とし ての論 点に ついて はまと めさせ ていただ いたと いう ような こと
でござい ます。
○山 田俊 男君
かくの ごとく 、与 党内に おいて も大変 な議論の ある課 題な んです 。こ
の際、大 臣は就 任の 記者会 見で率 直に話 されてい るんで す、 先ほど も若
干触れて いただ きま したが 。ここ は、形 と内容が 悪いＴ ＰＰ には参 加で
きないと 、こう 明確 におっ しゃれ ばいい んです。
それで、 返事し づら かった らその 次に移 りますが 。
米国でも 、ＴＰ Ｐに ついて はオバ マの貿 易政策だ という ふう に、単 な
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るオバマ の貿易 政策 だと。 私も、 アメリ カへ行っ て、委 員会 の筆頭 理事
や委員長 とお会 いし たとき に、そ うおっ しゃって いる。 与党 であっ ても
そうおっ しゃっ てい る。非 常にさ めた見 方をして いる政 治家 やロビ イス
トが多い んです 。既 に具体 的な協 定を論 議してい る九か 国内 でも多 くの
争点が明 らかに なっ てきて いるん です、 一々挙げ ません が。 各国そ れぞ
れ重大な 課題を 抱え て議論 になっ ていま す。
これ、簡単 に進み ません よ。今Ｔ ＰＰを 進 めても、ま ず時間 が掛か る、
先ほど言 った入 場料 がさん ざん求 められ る。そし て、そ んな 中で、 日本
という国 柄を壊 すだ けにな っちゃ うんで すよ。
今一番心 配する のは 、大事 なこと は、食 と農につ いて国 民的 な合意 を
ちゃんと 得てい かな きゃい かぬ大 事なと きなんで す。そ のと き、ど うで
すか、経 済界は 農業 たたき します 、マス コミは農 業たた きを します 、こ
ういう形 でやっ てい る限り は、一体 、食と 農につい ての国 民合 意の形 成、
とてもじ ゃない がで きない じゃな いです か。大臣 が幾ら 所信 でかく のご
とく政策 展開す るよ という ふうに おっし ゃったっ て、国 民合 意に基 づい
て、そし て ちゃ んと 政策は 展開す るわけ でしょう 。その 点に ついて の所
信の表明 がない んで すよ。 もっと も、そ れはＴＰ Ｐにつ いて の姿勢 がは
っきりし ていな いか ら。
大臣は、 ＴＰＰ とい うこと につい てちゃ んと方針 出して 、改 めて政 府
も経済界 もマス コミ ももっ と冷静 になっ て、そし てアジ アや ヨーロ ッパ
等とのＥ ＰＡや 、さ らに場 合によ ったら ＷＴＯの 再構築 とい う点も 含め
て新しい 経済連 携の 方針を 出すべ きなん です。今 首脳会 談で きなく て、
先延ばし になっ て、 ちょう どいい 機会な んですよ 。
どうお考 えにな りま す、大 臣。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
まだま だ私 ど もが 求めて きた、 そして 政府とし ても決 めて いただ きま
したけれ ども、 情報 開示を きちん と行っ ていきま しょう とい うこと につ
いても御 懸念が 示さ れてい るとい うふう に思って おりま す。
政府の方 は、一 定程 度、声 を聞く あるい は説明を すると いう ことを 行
ったけれ ども、 相手 の受け 取り方 が十分 でなけれ ばまた その 議論は 残る
わけであ ります から 、だと すれば 、私ど もは、更 に情報 の開 示、そ れか
ら政府と しての 説明 を行う ような 機会を やはり政 府とし てや ってい かな
ければい けない 。そ して、 さらに やっぱ りその上 に立っ た国 民的議 論、
これもま だ十分 では ない と いうよ うな御 指摘だろ うとい うふ うに思 いま
すので、 そのこ とに ついて も、私 ども意 を用いて しっか りと 議論を 重ね
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ていきた いとい うふ うに思 います 。
○山 田俊 男君
所信に 抜けて いる ことが 二つあ るとい うふうに 思って いま す。
一つは、 今まさ に私 も申し 上げ、 大臣も 触れてい ただき まし たが、 食
と農につ いての 国民 合意の 形成、 これが 一番大事 なんだ と。 そのこ とに
ついてＴ ＰＰな どが 合意を 阻害し ている 。大臣は 、ここ はは っきり と議
論をしよ う、そ して 、これ は経済 界もマ スコミも ちゃん と議 論しま しょ
う、分析 しまし ょう という ことを 言った 上で、 さ らに農 業者 それか ら農
業関係者 の努力 を求 めつつ 、こん なふう に日本農 業を改 革し てこう いう
絵を描い ていく んで すよと いうこ とをこ そ主張す べきだ とい うふう に思
います。 これが 一つ 目。
それから 二つ目 は、 残念な がら飼 料穀物 の高騰が こんな 形で 進んで い
ることに ついて の言 及がど こにも ないわ けであり ます。 これ 、今は まだ
円高だか ら、ま あい いとい うこと は簡単 に言えな いけれ ども 、いろ んな
ところへ 影響を 与え ていま すから 、円高 だから飼 料穀物 の価 格高騰 も何
とかまだ 我慢で きる 。これ 、円安 に推移 してごら んなさ い、 大変な こと
になりま すよ。 その た めの 備蓄の 準備や 、さらに は安定 制度 の基金 を含
めて準備 はでき てい ますか 。でき ていな いです。 中国は 大量 の大豆 を始
めとする 飼料穀 物を 着々と 買い入 れてい ますよ。 もう場 合に よった ら大
変なこと になり ます から。
だから 、 も っ と こ こ に つ い て の 危 機 感 を 持 っ て 対 応 し な き ゃ い か ぬ 。
ＴＰＰど ころじ ゃな いです よ、本 当に。 そう思い ますの で、 その点 は今
後、所信 はもう 間に 合わな いわけ ですか ら、そう すると 、今 後の政 策の
中でこの 二点を きっ ちり強 調して いって もらいた い、こ んな ふうに 思い
ます。
さて、皆 川長官 お見 えであ ります が、私 、これは 所信の 中 に 林業、 森
林対策含 まれて いる わけで ありま すが、 具体的に 、これ 実施 するに 際し
て、森林 吸収源 対策 とも関 連して 、木質 バイオマ スを活 用し た再生 可能
エネルギ ーの発 電を 具体的 に推進 すると いう、こ れ一つ でも 二つで も目
に見える ように ちゃ んと積 み上げ て実施 するとい うこと が大 変必要 だと
いうふう に思う んで す。そ のため の財源 と予算、 これは ちゃ んと準 備で
きている んです か。 おっし ゃって くださ い。
○政 府参 考人 （皆 川芳 嗣 君）
委員御 指摘の よう に、木 質バイ オマス の推進と いうの は、 山村経 済の
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循環を果 たして いく という 面、さ らには 地球温暖 化 対策 の推 進とい う面
で非常に 大事な 政策 である という ふうに 思ってご ざいま す 。これ までも 、
例えば昨 年の二 次補 正予算 でも、 特に東 北を中心 にそう いっ た木質 バイ
オマス発 電所が でき ないか という 事業構 想をソフ ト的に 支援 すると いう
ような予 算を講 じて おりま した。 また、 三次補正 でも、 そう いった もの
について の事業 費の 方も政 策とし て充実 をさせて いただ いた という ふう
なことが ござい ます 。
今回の木 質バイ オマ ス発電 、再生 可能エ ネルギー の固定 価格 買取り 制
度自体、 例えば 未利 用間伐 材であ れば三 十三・六 円とい うよ うな価 格が
決定をさ れまし て、 この七 月から 適用さ れるとい うこと にな ってご ざい
ます。こ れは通 常の 発電所 の適正 利潤ま で含めた 水準と いう ことで 、か
なり、今 までに 比べ ると相 当有利 な水準 というこ とにな りま す。
一方で、 これを ちゃ んと回 してい くため の山側か らの安 定供 給がで き
るのかと いうこ とも 含めて 、私ど もとし ては、例 えば森 林・ 林業再 生プ
ランの中 でも、 例え ば山側 からの 安定供 給ができ るため の路 網整備 です
とか、例 えば集 約化 といっ たこと を今掲 げてござ います が、 そうい った
全ての政 策を駆 使を いたし まして この木 質バイオ マス発 電の 推進と いう
ことをし っかり やっ ていく 、また 、それ について の準備 は整 ってき てい
るという ふうに 考え てござ います 。
○山 田俊 男君
是非具 体化を やっ てもら いたい 、その ために必 要な財 源の 確保、 それ
は地球温 暖化対 策の ための 対策費 も環境 省は持っ ている わけ であり ます
から、それら の活 用も含 めてや っても ら いたい 、こん なふ うに思 います 。
さて、水 産庁、 佐藤 さん、 水産庁 長官お 見えであ ります が、 これも 所
信表明の 中に水 産業 のこと をしっ かり盛 り込んで いると いう ふうに 思い
ますが、燃 料高騰 が続い てい まして、それ で、これ燃 料がな かった ら船 、
沖へ出れ ません ので 、大変 大事な 生命線 なん です よ。そ のた めの漁 業経
営セーフ ティー ネッ ト構築 事業と いうの を二十四 年度も 実施 すると いう
ことでや ってお られ るわけ ですが 、ど う も積立て が必要 なも のです から 、
漁業者の 積立て が必 要にな るもの ですか ら、その 積立て が高 騰すれ ば高
騰するほ ど物す ごく 難しい んです よ。こ の点につ いての 対策 を裏付 けて
おかない とこれ は機 能しな いと思 うんで すよね 。その 点 、いか がです か。
○政 府参 考人 （佐 藤正 典 君）
御説明 を申し 上げ ます。
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委員御指 摘のよ うに 、漁業 経営に おきま しては、 支出に 占め る燃料 費
の割合が 大変高 いこ とにな ってお りまし て、この 高騰に 対す る対策 は漁
業経営の 安定化 のた めに大 変重要 だとい うふうに 思って おり ます。
二十二年 から基 金を 設けま して漁 業経営 セーフテ ィーネ ット 構築事
業を行っ ており ます けれど も、本 年につ きまして は、従 来の 補填基 準で
あります 直前二 年間 の平均 原油価 格の一 一五％を 超えた 場合 の支払 とい
ったもの を改善 をい たしま して、 七中五 というこ とで、 低い 時代の もの
も計算に 入れる こと ができ るよう にいた しました 。また 、一 一五の 係数
につきま しても 、こ の一年 間で段 階的に 一〇〇ま で落と して 、そこ の差
をお支払 いする とい う形で 制度的 な改正 を行って きたと ころ でござ いま
す。
今後とも 、燃油 価格 の動向 を注視 いたし まして、 価格が 異常 高騰し た
場合にも 本事業 が漁 業経営 の安定 を支え る基盤と いたし まし て適切 に実
施される よう努 めて まいる 所存で ござい ます。
○山 田俊 男君
もう一 点、別 の項 目につ いて確 認して おきたい 、ない しは 私の方 から
申し上げ ておき たい ことが あるん ですね 。
四万トン の備蓄 米の 放出を 決定さ れまし たですね 。この 期中 におけ る
といいま すか、 需給 調整と しての 米の国 による売 買につ いて は、こ れは
取り組ま ないと いう ことを 、赤松 大臣の ときも山 田大臣 のと きもか なり
きつくこ だわ っ てお られま して、 そして 戸別所得 補償を やっ て、そ して
変動支払 をやる んだ から、 だから 何も構 わないん だ、需 給調 整やら ない
んだ、国 として はと いうふ うにお っしゃ っていた のに、 一転 してこ こは
四万トン の実施 を決 定され た。背 景が分 からない わけじ ゃあ りませ ん、
私は。背 景分か りな がら言 ってい るんで す。
とする と 、 今 後 、 御 案 内 の と お り 、 こ ん な 問 題 生 じ て い る で し ょ う 。
だって、 播種前 買入 れとい う仕組 みを運 用されて います よね 。なか なか
米集まら ないと いう 実際が ありま す。さ らにまた 、今、 ＳＢ Ｓの主 食販
売が、量 は少な いと いうふ うにし ても出 て、それ が新聞 紙上 をにぎ わす
みたいな 話にな って いるわ け。Ｓ ＢＳ米 の主食販 売は、 それ はその 分だ
け主食用 に出て くる わけだ から、 その分 だけ市場 に出回 って いる国 産の
主食米を 一体ど う扱 うかと いう問 題が必 ず出てく るんで す。 必ず出 てく
る。だから、ＭＡ米 につい ては、需 給に影 響を与え ないと いう 観点か ら、
期間内に 主食米 の需 給調整 につい て国と しては取 り組ん で、 それを 買い
入れて、 それを 主食 米以外 に売却 すると いう過程 の中で 、Ｍ Ａ米が 需給
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に影響を 与えな いと いう仕 組みを 、これ もうずっ と我慢 して 我慢し て我
慢して運 営して きた んじゃ ないで すか 。 これも崩 してい るん ですよ 、今
度の四万 トンの 備蓄 米の放 出とい うこと は。
だから、 私はや るな 、どう しろと 言って いるわけ じゃな いん です。 言
いたいの は、要 は、 戸別所 得補償 の見直 しとも関 連して 、一 定の基 準を
決めた国 による 需給 調整の 取組と 価格の 安定に配 慮する 仕組 み、こ れは
やっぱり 考えて おか なきゃ いかぬ のです 。大々 的に やれと は言い ません 。
大事なと ころで 何と 何を何 やるか という ことにつ いての 整理 をして おか
なきゃ駄 目だと いう ふうに 思って おりま すので、 提言し てお きます 。
時間が切 れまし たの で、委 員長の 許しを 得られれ ば大臣 に一 言 御発 言
願いたい 。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
山田委 員の方 で今 回の内 容につ いても よく御存 じの上 のこ とで、 問題
提起とし て、今 後の 出口の 問題を やはり きちんと 議論を する 必要が ある
んではな いか、 こう いう御 指摘も 受け止 めさせて いただ きま す。
ただ、今 回のこ とに 関して 言えば 、当初 の両大臣 がおっ しゃ ってい た
ことと相 矛盾す るも のでは ござい ません し、棚上 げとい うよ うな新 しい
方式の中 でのこ とに ついて もまた 若干時 間があれ ば説明 をし たいと ころ
でござい ますけ れど も、い ずれに しても 、今後、 米の需 給の 問題、 この
ことにつ いて議 論を してい く とい うこと について はやぶ さか ではご ざい
ません。
○山 田俊 男君
委員長 、あり がと うござ いまし た。
終わりま す。
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