参議院予算委員会／2014 年 3 月 19 日

【主 な質 疑項 目】
１ ． ＴＰ Ｐ交 渉 シ ン ガポ ール 閣僚 会議 の 結果 に 対 する 甘利 大臣 の 考え に
つい て
２ ． ４ 月の 日米 首脳 会 談を 控え る中、 決 議の 実現 に向 けた 総理 の 決意 に
つい て
３ ．日 豪、 日中 韓Ｅ ＰＡ の共 同 研究 報告 書に ある、 お 互い の国 がお 互い
に支 え合 う経 済連 携協 定 の重 要性 につ い て
４ ． 国家 戦略 特区 諮 問会 議民 間議 員 か ら の企 業の 農地 所有 によ る 農業 経
営へ の参 入提 案 に 対す る 総理 の考 えに つ いて
５ ． 独断 専行 しか ねな い 国家 戦略 特区 の 諮問 会議 の運 営 に つい て
６．ユネスコ無形文化遺産に登録された和食のうまみのもととなる味
噌・醤 油・豆 腐の 原 料を 国産 大豆 でま か なう こと の必 要性 につ い て

○山 田俊 男君
自由民主 党の山 田俊 男であ ります 。本日 は質疑の 機会を いた だきま し
て、同僚 の皆さ んに 御礼を 申し上 げると ころであ ります 。
さて、 拉致被 害者 の横田 御夫妻 がお孫 さんにお 会いに なっ た、大 変い
いニュー スであ りま して、 政府の 御努力 に大変感 謝申し 上げ るとこ ろで
あります が、ど うぞ 更なる 取組を 急いで 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、 本日は 、ま ず最初 にＴＰ Ｐ交渉 のことに つきま して 触れさ せて
いただき ます。
甘利大 臣は、 シン ガポー ルでの 閣僚会 議、大変 御苦労 され たとこ ろで
あります 。退院 され て間も ない間 にゼロ 泊三日と いう強 行日 程でア メリ
カのフロ ーマン 代表 にお会 いにな ってみ えたわけ ですが 、閣 僚会議 が終
わった後 は、何 でア メリカ へ行っ たんだ と、こん なこと なら アメリ カに
行くんじ ゃなか った という ふうに おっし ゃってい たとい うふ うにお 聞き
したとこ ろであ りま すが、 ところ が、甘 利大臣の 頑張り につ いてア メリ
カのフロ ーマン 代表 がこう しゃべ ったと 出ている んです 。イ ンサイ ドＵ
Ｓトレー ド紙に 書い てあり まして 、甘利 大臣は疲 れを知 らな い日本 農業
の守護者 だと、 高く 評価し ている という ふうに書 いてい るわ けであ りま
して。
米国は 、大臣 、決 着する 気があ るんで すかね。 大臣、 今回 の閣僚 会議
の結果を どう受 け止 めてお られる か、お 聞きしま す。
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○国 務大 臣（ 甘利 明君 ）
アメリカ が決着 させ る気が あるか どうか 、これは 明確に 決着 させた い
と思って おりま す。
シンガ ポール 、先 月の二 十二日 から四 日間行っ たわけ であ ります が、
結論から 申し上 げま すと、 かなり の分野 で進展が ありま した 。ただ 、重
要な部分 はまだ 多々 残って おりま す。言 ってみれ ば、方 向感 がかな り出
だしまし て、各 国と もそれ に向け て収れ んできる んじゃ ない かとい うモ
メンタム になっ て き ており ます。
いずれに しても 、Ｔ ＰＰ交 渉国の 経済分 野、シェ アでい えば 日米が 八
割であり ますか ら、 日米が まとま るとい うことに 他の国 は相 当な期 待を
掛けてい るとい う状 況だと 思いま す。
○山 田俊 男君
大臣の 入院前 のこ とであ ります が、一 センチも 譲らな いと 会見で おっ
しゃって おられ たわ けであ ります が、一 センチも 譲らな い、 一セン チも
譲れない という 決意 を込め た何ら かの提 案をアメ リカに なさ ってお られ
るんじゃ ないか とい うふう に思う んです 。秘密交 渉です から 、交渉 の概
要は我々 は知る とこ ろでな いわけ であり ますが、 米国に 対し てそう い う
何らかの 提案を され ていた のかど うか。 当然、そ の内容 は重 要品目 につ
いて党や 国会の 決議 に沿っ たもの という ふうに思 うとこ ろで ありま すが 、
それでい いんで しょ うか。
○国 務大 臣（ 甘利 明君 ）
十二月 一日に 菅官 房長官 、林農 水大臣 と私とで フロー マン 代表と 協議
を行いま した。 その 後の会 見で一 センチ 発言をさ せてい ただ いたわ けで
あります 。その 後、 西村副 大臣が シンガ ポールに 行って 一ミ リもと 言わ
れたもの ですか ら、 一セン チと一 ミリの 差という のは何 なん だとか 聞か
れました けれど も、 これは 西村さ んに聞 いていた だきた いん ですけ れど
も。
重要五 品目に 関し て衆参 の農水 委員会 の決議が あった とい うこと を強
く意識し ており まし て、そ の決議 と整合 性が取れ ないと 議会 が判断 され
るような そうい う譲 歩につ いては 、我々 はするつ もりは ない し、で きな
いという ことを 申し 上げた つもり であり ます。
○山 田俊 男君
どうぞ 甘利大 臣、 フロー マンが 褒めて いるわけ ですか ら、 それに 従っ
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て徹底し て頑張 って 対決し てもら いたい と、こん なふう に思 います 。
どうぞ 甘利大 臣、 衆議院 の方で 委員会 があるよ うであ りま して、 あり
がとうご ざいま した 。
○山 田俊 男君
ところ で、安倍 総理は 、昨 年十二 月の年 内合意の 懸かっ た閣 僚会議 で、
結局は米 国は何 にも 合意し ないま ま終わ ったわけ であり ます が、そ の昨
年十二月 の閣僚 会議 後の国 内のテ レビで 、米国に 迎合し たり 膝を屈 した
りするこ とはな いと いうふ うに発 言され ているわ けであ りま して、 大賛
成であり ます。 （資 料提示 ）
総理は昨 年二月 の日 米首脳 会談で 、オバ マ大統領 との間 で、 両国間 に
センシテ ィビテ ィー が存在 すると いうこ とを共同 声明の 中で 記入さ れて 、
確認され たわけ であ ります 。その 後の記 者会見で も、Ｔ ＰＰ は聖域 なき
関税撤廃 が前提 では ないと いうこ とが明 確になり ました 、こ んなふ うに
会 見され た上で まさ に言明 された わけで あります が、に もか かわら ず、
米国は全 くその 約束 を踏み にじっ て、そ して何ら 日本の 要求 に応え る、
日本との 交渉を 進め るとい う姿勢 にない 、同じこ との繰 り返 しにな って
いるとい うこと は極 めて残 念であ ります 。
まして や、米 国の 各品目 ごとの 農業団 体に対し まして 、関 税撤廃 がで
きないと いうこ とを どうも 各団体 に言わ せている んじゃ ない か。こ の十
二月から 新年に 至り まして 、各作 物団体 がみんな こぞっ て関 税撤廃 でな
いと日本 を交渉 に参 加させ ない、 日本は 外れても らった らど うだと いう
ところま で言わ せて いると い うこ とはゆ ゆしき事 態だと いう ふうに 思い
ます。
私は三 年前に 米国 を訪問 しまし たが、 その際、 対日強 硬派 として 知ら
れます全 米豚肉 生産 者協会 、ここ の幹部 とお会い しまし た。 その際 、幹
部は何を 言って いた か。日 本は米 国の豚 肉の輸出 額の世 界で 第一位 だ、
量は二位 だ、現 在の 関係を 高く評 価して いる、将 来もそ うあ ってほ しい
とまで言 ってい るん です。
米国の 品目団 体は 関税撤 廃を要 求はし ています が、し かし 品目に よっ
ては関税 を撤廃 した 場合、 アメリ カが現 に今、日 本に輸 出し ている 品目
が、場合 によっ たら 量が、 それは ほかの 国に移っ てしま いか ね ない とい
うことを 恐れて いる んです 。だっ たら、 本音に立 ち返っ てち ゃんと 交渉
するとい うこと があ ってし かるべ きなの に、そう いう交 渉が なされ てい
ないとい うのは 極め て残念 であり ます。 ですから 、日本 がや るべき こと
は、そう いう本 当の 貿易関 係の中 での本 音の部分 でちゃ んと 交渉が でき
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る、この 取組を 粘り 強く粘 り強く やって もらうと いうこ とだ と、こ んな
ふうに思 います 。
それか ら 、総理 は大変 いい仕 事をさ れ ていると いうふ うに 思うん です 。
私が総理 に向か って そうい うこと を言う のはおこ がまし い話 であり ます
が、そう そのと き思 ったん です。 何かと いいまし たら、 総理 が出席 され
た昨年十 月八日 のバ リ島で のＴＰ Ｐの首 脳会合、 これは オバ マ大統 領が
欠席した ときの 首脳 会合で ありま した。 そのとき の首脳 会合 声明に 、発
展段階の 多様性 とい う言葉 をきち っと入 れておら れるん です 。さら にま
た、包括 的でバ ラン スの取 れた地 域協定 を作ると いうこ とを 確認さ れて
いるんで す。あ の共 同声明 に入れ た多様 性とバラ ンス、 この 意味は 大変
私は大き いとい うふ うに思 います 。
総理、 長い間 にわ たって 交渉し ました ＷＴＯド ーハ・ ラウ ンドに おき
ましては 、農業 が果 たして いる多 面的な 役割に配 慮しな がら 進める とい
う ことを みんな それ なりに 交渉国 は了解 しながら それを 進め ており まし
た。で、 ＡＰＥ Ｃで すね、 ＡＰＥ Ｃの国 々も、柔 軟性を 持っ て交渉 に当
たるとい うこと を原 則とし ている わけで あります 。これ は、 ひとえ に日
本がリー ダーシ ップ を発揮 してこ れを盛 り込ませ てきた 考え 方でも あり
ました。 そして 、世 界の官 民問わ ず多く の関係者 からも この ことが 支持
を得てい たわけ であ ります 。農業 が果た している 多面的 な機 能、多 面的
な役割、 この評 価で ありま す。
ちなみ に、当 時、 世界の 農業団 体です ね、世界 中の農 業団 体です 、と
りわけア フリカ、アジア、それか らヨ ー ロ ッパ、この 国々の 農業団 体は 、
食料安全 保障と 多様 な農業 の共存 という 共同声明 に、何 とき ちっと 六十
六か国の 農業団 体は 署名し ている わけで あります 。
こうし た中で オバ マ大統 領がこ れから 来日され るわけ です が、そ の来
日の中で 、大統 領が 日本に 対して アメリ カの論理 で、ア メリ カの主 張で
日本に妥 協を迫 って くるん じゃな いかと いうこと を私も 心配 します し、
同僚の議 員もそ うで すし、 多くの 関係者 が心配し ている とこ ろであ りま
す。米国 が約束 を守 らない 中で日 本が一 方的に引 き下が るこ とは毛 頭な
いわけで ありま して 、我が 国は、 あくま で党それ から国 会決 議の実 現に
向けまし て全力 を挙 げると いうこ とだと いうふう に思い ます 。
どうぞ 総理の 決意 を聞き たい、 お願い します。
○内 閣総 理大 臣（ 安倍 晋 三君 ）
ただい ま山田 委員 がおっ しゃっ たよう に、バリ におき まし ては、 多様
性、そし て包括 的で バラン スの取 れたも のにして いこう とい うこと であ
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ります。
もうこ れは委 員御 承知の ように 、この ＴＰＰに おいて は、 関税等 の市
場アクセ スだけ では なくて 、知的 財産や あるいは 電子商 取引 、そし てま
た国有企 業や環 境、 そうし たルー ルもご ざいます 。日本 はま さにル ール
において は主導 的な 役割を 示して い るわ けであり ますし 、日 本はル ール
はまさに 世界の 標準 、模範 と言っ てもい いんだろ うと思 いま す。そ うい
うものを 全体的 に包 含しな がらこ れは前 に進めて いくと いう ことで あり
まして、 ルール はル ール、 そして 市場ア クセスは 市場ア クセ スとい うこ
とではな くて、 全体 の中で のそれ ぞれの 国のＴＰ Ｐに向 けた 努力に つい
てそれぞ れ評価 をし ていく という ことが 重要では ないか と、 こう思 って
いるわけ でござ いま すが、 成長セ ンター であるア ジア太 平洋 地域に 一つ
の大きな 経済圏 をつ くって いく、 ＴＰＰ はこれは 大きな チャ ンスで もあ
ります。 早期に 交渉 を妥結 させて い くこ とは我が 国にと って 国益で ある
と、この ように 思い ます。
交渉全 体に方 向感 が出て きてい るのは 事実でご ざいま して 、交渉 は最
終局面を 迎えて いま す。各 国とも 国益を 懸けたぎ りぎり の交 渉をし てい
るわけで ありま す。
また、 オバマ 大統 領は四 月に来 日予定 でありま すが、 当然 、米国 と交
渉しつつ 両国で 協調 して交 渉全体 の議論 を引っ張 ってい きた いと、 こう
考えてお ります が、 日本に は守る べき国 益はある わけで あり まして 、守
るべきも のはし っか りと守 り、攻 めるべ きものは 攻めて いく ことに よっ
て、国益 にかな う最 善の道 を追求 してい くために 全力を 尽く してい きた
い、そし てしっ かり と強い 交渉力 を持っ て当たっ ていき たい と、こ のよ
うに思っ ており ます 。
○山 田俊 男君
強い交渉 力を持 って 守るべ きもの は守る 、攻める ものは 攻め るとい う
立場でや ります とい う総理 の決意 であり ます。
ただ、 総理、 四月 にオバ マ大統 領が来 日するか らとい うこ とでそ こへ
突っ込ん でいく とい うのは やはり 避ける べきでは ないか 。総 理もそ うお
っしゃっ ている とい うふう に聞い ており ますし、 それか ら、 さらに は、
基本的に は、一 昨年 の衆議 院の選 挙にお きまして 、昨年 の参 議院の 選挙
におきま して、 きち っと党 の決議 、 これ を守って いくぞ 、党 の公約 を守
っていく ぞとい うこ とで選 挙をし てきた わけであ りまし て、 そして 圧倒
的な安倍 内閣を つく り上げ たとい う経緯 がありま す。そ のこ とをき ちっ
と踏まえ ていた だけ るもの という ふうに 確信して います 。
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どうぞ もう一 度、 総理の その決 意をお 聞きした いと思 いま す。
○内 閣総 理大 臣（ 安倍 晋 三君 ）
私どもが 公約に おい てお約 束をし たこと はたがえ てはな らな いと、 こ
のように 思いま す。
また、 農水の 衆参 の委員 会にお いて示 された五 品目に つい て、こ れは
我が党に おいて もＪ ―ファ イルで お示し をしてい るとこ ろで ござ い ます
が、我々 はこの 意を 体して しっか りと交 渉してい きたい と、 このよ うに
思います 。
○山 田俊 男君
総理の 決意を 聞か せてい ただき ました 。頑張っ てくだ さい 。
ところで 、もう 一点 申し上 げたい ことが ありまし て、現 在、 日豪の Ｅ
ＰＡの交 渉も具 体化 してい るやに 伝えら れており ます。 この 交渉に おい
ても重要 品目の 関税 を守る とする 国会決 議がある わけで あり まして 、こ
の決議に 基づく 取組 が進め られる ものと いうふう に思っ てお ります し、
交渉前の 民間の 経済 界や学 者等の 代表に よります 共同研 究報 告があ るん
です。日豪の ＥＰ Ａ取組 に当た っての 共 同 研究報 告なん です 。そ こには 、
センシテ ィビテ ィー への配 慮、さ らには 柔軟性、 そして バラ ンスの 取れ
た成果の 実現を ちゃ んと盛 り込ん でいる んです。
さらに また、 この 三月に 入って から日 中韓のＥ ＰＡに つい ても動 きが
出てまい ってお りま す。現 在、御 案内の とおり、 中国、 韓国 との間 では
外交上な かなか 難し い課題 を抱え たまま になって おると ころ であり ます
が、しか し、日 中韓 のＥＰ Ａにつ いては 、これは そうい う中 でも進 めよ
うという 動きが ある という のは、 それは それで私 は大事 なこ とだと いう
ふうに思 います 。こ れも、 日中韓 で事前 にまとめ た産官 学共 同研究 報告
書は、バ ランス の取 れた成 果とウ ィン・ ウィン・ ウィン の状 況を目 指す
ことをま とめて いる わけで ありま す。
どうぞ 、総理 は極 めて精 力的に 世界の 国々を訪 ねてお られ るわけ であ
りまして 、お互 いの 国がお 互いに 支え合 う真の意 味での 経済 連携協 定を
つくり上 げると いう ことが 物すご く大事 だという ふうに 考え ていま す。
総理のお 考えを お聞 きしま す。
○内 閣総 理大 臣（ 安倍 晋 三君 ）
まず、 自由貿 易の 推進は 我が国 の対外 通商政策 の柱で ある と考え てお
ります。
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日本は人 口が減 少し ていく 中にお いて、 生産人口 も、そ して また消 費
人口も減 少し て いく 中にお いて、 成長し ていくア ジアあ るい は世界 の活
力を取り 入れて いく 必要が あるん だろう と、こう 考えて いる わけで ござ
いますが 、自由 貿易 体制を これま で以上 に強化し 、諸外 国の 活力を 我が
国の成長 に取り 込む 、これ によっ て力強 い経済成 長を達 成し ていき たい
と考えて おりま すが 、今委 員が御 指摘に なられま したよ うに 、我が 国と
してはＴ ＰＰ交 渉の 早期妥 結に取 り組ん でいるわ けであ りま すが、 それ
だけでは なくて 、日 中韓の ＦＴＡ 、ＲＣ ＥＰ、そ して日 豪Ｅ ＰＡ等 を含
む九つの ＥＰＡ 交渉 を同時 並行的 に、戦 略的に、 かつス ピー ド感を 持っ
て推進を して い く考 えでご ざいま して、 これらの 取組が 相互 に刺激 し合
い、全て が活発 化す るとい うダイ ナミズ ムが動い ていく とい うこと を期
待をして いるわ けで ござい ますが 、繰り 返しにな ります が、 こうし たも
のを我々 も戦略 的に 捉えな がら我 が国の 国益をし っかり と確 保して いき
たいと、 このよ うに 考えて おりま す。
○山 田俊 男君
総理の 極めて 精力 的な海 外への 訪問、 とりわけ 私は、 イン ドへ訪 ねて
おられる こと、 この ことが 、こう した今 おっしゃ ってい ただ いたＲ ＣＥ
Ｐを始め とする 取組 に必ず や大き な影響 を与える という ふう に思い ます
から、ど うぞ取 組を 深めて いただ きたい 、こんな ふうに 思い ます。
牧野外 務大臣 政務 官がお 見えで ありま すので、 どうぞ 一言 、この 点に
ついて触 れてく ださ い。
○大 臣政 務官 （牧 野た か お君 ）
山田委 員にお 答え をさせ ていた だきま す。
外務省 として は、 今総理 が御答 弁され たように 、各種 の経 済連携 協定
というの は日本 の国 益に資 するだ け では なく、相 手国や 各地 域との 関係
を強化す るもの であ り、農 水省や 経産省 など関係 省庁と 協力 して積 極的
にしっか りと取 り組 んでい きたい と考え ていると ころで ござ います 。
○山 田俊 男君
ありが とうご ざい ました 。
続いて 、岩盤 規制 のこと につい て触れ させてい ただき たい んです が、
総理は、 これ読 ませ ていた だきま す、こ れはもう 大好き な言 葉で、 ただ
しっかり 覚えな きゃ いかぬ のです が、間 違わない ように 読み ます。
日本に は世界 に誇 るべき 国柄が ありま す、息を のむほ ど美 しい田 園風
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景、日本 には、 朝早 く起き て、汗 を流し て田畑を 耕し、 水を 分かち 合い
ながら五 穀豊穣 を祈 る伝統 があり ます、 自助自立 を基本 とし ながら 、不
幸にして 誰かが 病に 倒れれ ば村の 人たち がみんな で助け 合う 農村文 化、
その中か ら生ま れた 世界に 誇る国 民皆保 険制度を 基礎と した 社会保 障制
度、これ らの国 柄を 私は断 固とし て守り ます、私 は、あ らゆ る努力 によ
って、日 本の農 を守 り、食 を守る ことを ここにお 約束し ます という ふう
におっし ゃって いる 。これ は、昨 年三月 十五日、 総理が ＴＰ Ｐ交渉 参加
を表明さ れた際 の記 者会見 の言葉 です。 原稿を見 ないで もう 見事に おっ
しゃって おられ たわ けであ りまし て、感 激しまし た。
そ して 、翌々 日の 三月十 七日の 自民党 大会にお きまし ては 、総理 は、
私は強欲 を原動 力と する市 場主義 経済の 道を取っ てはな らな いと思 いま
す、日本 は瑞穂 の国 です、 道義を 重んじ 、真の豊 かさを 知る 市場主 義経
済を目指 してま いり ます、 そのこ とをお 誓い申し 上げま すと おっし ゃっ
ているわ けです 。こ れは、 今回の 通常国 会の予算 委員会 の冒 頭の総 括質
疑で山本 順三議 員か らも発 言した 内容で ありまし て、私 も大 賛成で あり
ます。こ の総理 の言 葉に、 私もそ うです が、全国 の農林 漁業 者やそ れか
ら農山漁 村に住 んで おられ る皆さ んがど れほど励 まされ たこ とかと いう
ふ う に思 います 。
一方で 、総理 はこ うおっ しゃっ ている んです。 今年一 月の ダボス の会
議であり ますが 、既 得権益 の岩盤 を打ち 破る、い かなる 既得 権益と いえ
ども、私 のドリ ルの 刃から 無傷で はいら れないと いうふ うに おっし ゃっ
ているん です。
こうし たこと もあ って、 総理、 こうい うことに なって いる んです 。資
料にも出 しまし たが 、国家 戦略特 区会議 の民間議 員がこ ぞっ て総理 のダ
ボスでの 発言を 引き 合いに 出して 、今こ そ過去の 政権で 何度 もはね 返さ
れてきた 岩盤規 制を 打ち破 ろうと 言って 、総理の 発言に 支持 を得た とば
かり、そ れを引 き合 いに出 してお っし ゃ っている んです 。そ して、 雇用
やそれか ら医療 や教 育やそ れから 農業に ついて新 しい提 案も 行って おり
ます。農 業の分 野で は何を おっし ゃって いるかと いった ら、 企業の 農地
所有によ る農業 経営 と農業 協同組 合の在 り方をテ ーマに する という ふう
におっし ゃって いる んです 。
しかし 、既に 平成 二十一 年の農 地法の 改正で、 企業は 借地 で農業 経営
を行うこ とがで きる ように ちゃん となっ ているん です。 そし て、こ れま
での四年 間、二 十一 年から 今まで の四年 間で、過 去と比 べま して五 倍に
も上る千 三百九 十二 の企業 が借地 で農業 に参入し ている んで す。だから 、
借 地 の期 間も、 短い 期間じ ゃない んです よ、最長 五十年 はち ゃんと 借地
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できると いう仕 組み なんで す。
そして 、この 企業 による 農地の 所有に よる農業 経営に つい ては、 総理
は、昨年 一月、 本会 議場で みんな の党の 渡辺代表 の代表 質問 に答え られ
て、本会 議場で すよ 、総理 は、企 業には 借地で農 業経営 がで きるこ とと
なってお り、所 有で なけれ ばなら ないと いうこと ではな いと いうふ うに
明確にお っしゃ って おられ るわけ であり ます。
なのに 、なの に国 家戦略 特区の 諮問会 議は、総 理の意 に反 して、 企業
の農地所 有によ る農 業経営 を国家 戦略特 区でやら せよう とい うふ う に提
案されて いる。 一体 これは どうい うこと なんです かね。 何を 国家戦 略特
区の議員 は言い たが ってい るんで しょう 。改めて 私は総 理の お考え をお
聞きしま す。
○内 閣総 理大 臣（ 安倍 晋 三君 ）
先ほど 山田委 員が 挙げて いただ いた私 の発言に ついて でご ざいま すが 、
二つとも 私が農 業に ついて 申し上 げたこ とでもあ る、後 半も 、農業 も含
む意味に ついて 使わ させて いただ いたわ けでござ います 。ま さに農 業と
いうのは 国の基 であ り、美 しい日 本の景 観、国土 、そし て国 柄を維 持を
している のは農 業で あろう と、このよ う に思って いるわ けで ござい ます 。
し か し 、その 言わ ば農業 、農村 を守っ ていくた めにも 、変 えるべ きも
のは変え ていく 必要 があり ますし 、若い 皆さんが 農業と いう 分野に 夢や
希望を持 って参 入し てくる ような 農業に していか なけれ ば農 業の未 来は
ないんだ ろうと 、こ のよう に思う わけで ございま して、 安倍 内閣に おい
ては、強 い農林 水産 業とと もに美 しく活 力ある農 山漁村 を実 現する とい
う決意を 示して いる わけで ござい ますが 、輸出促 進や六 次産 業化の 推進
によって 付加価 値の 向上を 図ると ともに 、今挙げ られま した リース 方式
を活用し た農地 集積 による 生産性 の向上 などに精 力的に 取り 組んで いく
考 え で あ ります 。
農業へ の企業 参入 につい ては、 今御紹 介をいた だきま した ように 、平
成二十一 年の農 地法 改正に よるリ ースの 解禁で株 式会社 のま までも 自由
に参入で きるこ とと なって おりま すが、 昨年の臨 時国会 で関 連法が 成立
をいたし ました 農地 集積バ ンクの 取組に よって、 分散し 、そ して錯 綜し
た農地を 集約し てい くこと によっ て更に 効率的な 農業経 営を 展開す るこ
とが可能 になっ てま いりま す。い ろいろ 飛び地と なって いた ところ を借
りている ことに よっ て大変 農作業 に時間 が、移動 にも時 間が 掛かっ たわ
けであり ますが 、こ れを県 が主体 となっ てまとめ て、そ し て まとめ たも
のを貸し ますか ら 、当然 効率は 大幅に ア ップして いくわ けで ござい ます 。
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そして 、代表 質問 でお答 えをい たしま したよう に、所 有権 取得に よる
農業参入 は、農 地が 耕作放 棄され た場合 に、リー ス方式 であ れば、 契約
を解除し 、そし て原 状回復 は容易 であり ますが、 所有権 取得 の場合 はこ
うしたこ とがで きな いため 自由化 をして いない、 これは 今で も同じ 考え
でありま す。今 後、 農地集 積バン クの活 用によっ てリー ス方 式によ る企
業参入を 積極的 に推 進をし 、農業 構造改 革を加速 をして いき たいと 考え
ておりま す。
また、 私の主 宰す る農林 水産業 ・地 域 の活力創 造本部 にお いて、 規制
改革会議 や産業 競争 力会議 の検討 も踏ま えまして 、現場 での 実効性 と制
度の安定 性に配 慮し ながら 更に必 要な見 直しを行 い、農 業改 革を前 進さ
せていく 考えで あり ます。
○山 田俊 男君
総理の 農林漁 業に 対する 思いの 一端を 改めて知 ること がで きまし た。
どうぞ、 農地集 積バ ンクの 取組、 それか ら強い農 業づく り、 さらに は美
しい景観 を伴っ た農 林漁業 、農村 づくり 、そして きちっ とし た担い 手を
つくり上 げるこ と、 そのこ とにつ いては もう一生 懸命に これ は政策 展開
するし、 全員で やっ ていく という ことだ というこ とを確 信し て いる とこ
ろであり ます。
御案内 のとお り、 日本の 農村地 域ない しは農村 を抱え る各 県にお きま
しても、 本当に 住み よいと ころは どこか といった ら、そ れこ そもう いろ
んな指標 があり ます けれど 、明確 に農村 地域がみ んな評 価さ れてい るわ
けであり ます。 その ことに やはり 農林漁 業者も自 信を持 たな きゃい かぬ
し、それ からさ らに 国もそ のこと を自信 を持って 進めて いく という こと
をやって いかな きゃ いかぬ 、この ことを お願いす るとこ ろで ありま す。
ところ が、何 とし ても我 慢なら ないの は、総理 がまさ に、 先ほど 言い
ましたが 、任命 され た、そ れこそ 産業競 争 力会議 、それ から 規制改 革会
議、国 家戦 略特区 会議の メンバ ーが口 を そろえて 農林漁 業は 遅れて いる 、
既得権益 の上に 立っ たぶち 壊すべ き岩盤 規制だと いうふ うに 言われ たの
では、も う本当 にか なわな いとい うふう に思って おりま すの で、ど うぞ
総理、し っかり そこ に目を 配って いただ いて、間 違わな いよ うにこ の国
の安定を きちっ と確 保して 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、 今話題 にな りまし た国家 戦略特 区会議の ことに つい てであ りま
すが、新藤 内閣府 特命担 当大臣 にお願 い するとこ ろであ りま すけれ ども 、
どうもこ の特区 の諮 問 会議 は、規 制緩和 と関係す る雇用 や医 療や教 育や
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農業の担 当大臣 は特 区の諮 問会議 に呼ば ないとい う仕組 みに なって いま
すよね。 これだ と、 一体ち ゃんと した議 論ができ るのか と。 もっと 言う
と、諮問 会議が 自分 たちが 思って いれば そのまま 進行で きる 、地域 も設
定できる 、テー マも 設定で きると 。独断 専行をそ のまま 認め るよう な内
容になっ ている んじ ゃない かとい うこと を心配し ている わけ であり ます
が、その 点につ いて はいか がです か。
○国 務大 臣（ 新藤 義孝 君 ）
今委員 が御指 摘い ただい たよう な御心 配は起こ らない よう にした いと
私は考え ており ます 。そ して 、そも そも国 家戦略特 区諮問 会議 の役割 は、
特区に関 する重 要事 項につ いての 調査、 審議を行 って総 理大 臣に意 見を
申し上げ ると、 こう いう場 であり ます。 そこには 、総理 、官 房長官 、財
務大臣、 また甘 利担 当大臣 、稲田 大臣、 そして担 当大臣 の私 がおり まし
て、かつ 民間の 諮問 の皆さ んがい るわけ でありま す。
特区の 諮問会 議に おいて 、規制 緩和、 新しい議 題にな る場 合には 関係
担当大臣 も出て いた だける ように なって おります 。です から 、必要 な場
合にはそ ういう 議論 をする という ことで あります 。何よ りも 、総理 のリ
ーダーシ ップの 下で スピー ディー に 、し かししっ かりと した 議論を しな
がらこれ は進め てい きたい と、こ のよう に考えて おりま す。
○山 田俊 男君
大臣か らそう おっ しゃっ ていた だきま したので 、どう ぞ協 議の上 、総
理の指示 があれ ば、 農業の 課題を やると きには林 大臣が 出れ るとい う仕
組み、そ れをや って いただ けると いうこ とですか ら、ち ゃん とやっ てく
ださいね 。もう 一回 確認し ます。
○国 務大 臣（ 新藤 義孝 君 ）
そうし た専門 的な 議論を 行う場 合には 、その専 門的な 立場 である 大臣
の方々が 議論を され ること は当然 のこと だと思い ますし 、し っかり とし
たそうい う議論 の下 でこれ は国 家 戦略を 進めてい かなけ れば ならな いと 、
このよう に考え てお ります 。
○山 田俊 男君
分かり ました 。
それで は、最 後の 質問で ありま すが、 和食がユ ネスコ の無 形文化 遺産
登録にな りまし た。 ところ が、日 本の和 食の本当 の良さ はう まみで すよ
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ね。それ をつく り上 げてい るのは まさに 日本の大 豆であ りま す。み そ、
しょうゆ であり ます 。
だから 、この 大豆 の生産 が極め て大事 なわけで ありま すが 、今や 、こ
うしたみ そ、し ょう ゆ等に 使われ ている 国産の大 豆の割 合は 何と二 五％
しかない んです 。あ と七五 ％の大 豆は、 それこそ アメリ カや ブラジ ルか
ら 入 っ て きてい るわ けです よ。そ れで本 当に和食 と自信 を持 って言 える
のかとい うこと であ ります 。ここ は何と してもち ゃんと 国産 の大豆 でつ
くり上げ ていく ぞと いうこ とをし なきゃ いかぬと いうふ うに 思いま す。
ところ が、さ らに また、 豆腐を 作って おられる 皆さん はど うなっ てい
るかとい ったら 、こ れは、 大スー パーマ ーケット からの 安売 りの目 玉商
品になっ たり、 値下 げ要求 があっ たりし て、中小 の零細 な豆 腐業者 はど
んどん廃 業して いる んです 。十年 前に一 万五千軒 あった 豆腐 屋さん は今
や九千軒 です。 だか ら、毎 年五百 軒ずつ 減ってい るんで す。 消費税 、今
度 上 がり ます。 消費 税の上 がった 分だけ 、またそ れは値 下げ だぞと 言わ
れた日に は、こ れは もうや ってい けませ ん。
どうぞ 、ちゃ んと 和食を 世界に 広げる なら、こ れは国 産の 大豆で 作っ
ているぞ という 仕組 みをつ くって いただ きたいわ けであ りま す。林 大臣
に決意を お聞き しま す。
○国 務大 臣（ 林芳 正君 ）
今委員 からお 話が あった ように 、煮豆 で七割、 豆腐で 三割 、納豆 は二
割、み そ、し ょう ゆは一 割、国 産の 割合で あります 。残 りは全 部輸入 と、
こういう ことで あり ますか ら、し っかり とこれを 上げて いく 努力を しな
ければい けませ んし 、実は 実需者 からも 、 国産大 豆、外 観も 成分も 非常
に評価を されて おる ところ でござ います 。湿害、 連作障 害、 こうい うこ
とがあっ て、な かな か難し いとこ ろもあ るわけで ござい まし てああ いう
数字にと どまっ てお ります が、や はり水 田をフル 活用す ると いう意 味で
も、この 大豆の 産地 づくり 、いろ んなこ とで支援 をして いか なけれ ばい
けないと 、こう いう ふうに 思って おりま して、機 械を導 入す るとか 、排
水対策す るとか 、粒 ぞろい の均質 化、乾 燥調製施 設の整 備、 いろん なこ
とをやり ながら 、し っかり と国産 大豆の 生産拡大 を図っ てい きたい と、
こういう ふうに 思っ ており ます。
○ 山 田俊 男君
ありが とうご ざい ました 。しっ かり総 理、頑張 りまし ょう 。
ありが とうご ざい ました 。
山田の国会報告
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